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監査 監査 監事監査 監事の調査書類（H28年度） 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H21） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H23） 監査室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H24） 監査室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H25） 監査室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H26） 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H27）1/2 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H27）2/2 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H28）1/2 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H28）2/2 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H29） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H30） 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事監査（H31） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 監事監査 監事業務監査（H22） 監査室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 H26.11　H25科学研究費助成事業等チェックシート 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 H28.10　内部監査チェックシート 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 H28.2　内部監査チェックシート等 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 H29.10　内部監査（財務・会計）チェックシート 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H21年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H22年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H23年度） 監査室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H24年度） 監査室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H25年度） 監査室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄
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監査 監査 内部監査 内部監査（H26年度） 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H27年度） 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H28年度） 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H29年度） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H30年度） 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 内部監査 内部監査（H31年度） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人監査（H27年度） 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人監査（H28年度） 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人監査（H29年度） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人監査（H30年度） 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人監査（H31年度） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（H26～H27年度） 監査室 2014年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（H28年度）① 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（H28年度）② 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（H29年度） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（H30年度） 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（H31年度） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（平成21～23年度） 監査室 2009年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
会計監査人監
査

会計監査人選任（平成24・25年度） 監査室 2012年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議
ガイドライン改正に伴う対応方策検討ＷＧ
（H26年度）

監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 監事協議会（H26年度） 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 監事協議会（H27年度）1/2 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 監事協議会（H27年度）2/2 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄
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監査 監査 学外会議 監事協議会（H28年度） 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 監事協議会（H29年度） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 監事協議会（H30年度） 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 監事協議会（H31年度） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 国立大学法人等監事協議会（H22年度）１ 監査室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 国立大学法人等監事協議会（H22年度）２ 監査室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 国立大学法人等監事協議会（H23年度）２ 監査室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学外会議 国立大学法人等監事協議会（H24年度） 監査室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 実地監査
会計検査院実地検査
平成26年11月13・14日

監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 チェック・リスト（H26年度） 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書
会計検査院
　特別調書（H26・H27年度）

監査室 2014年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H26年度） 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H27年度）1/2 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H27年度）2/2 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H28年度）1/2 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H28年度）2/2 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H29年度）1/2 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H29年度）2/2 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H30年度）1/2 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H30年度）2/2 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 調書 会計検査院・調書（H31年度） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 通知・通達 研究費不正使用防止関係 監査室 2016年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄
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監査 監査 学内会議 学内会議（議題・報告等）（H26～H28年度） 監査室 2014年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学内会議 研究費不正使用防止計画推進室（H27年度） 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学内会議 研究費不正使用防止計画推進室（H28年度） 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 学内会議 研究費不正使用防止計画推進室（H29年度） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 研修 研究費不正使用防止のための研修会（H27年度）1/2 監査室 2015年度 2016/4/1
5年

2021/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 研修 研究費不正使用防止のための研修会（H27年度）2/2 監査室 2015年度 2016/4/1
5年

2021/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 研修 研究費不正使用防止のための研修会（H28年度）1/2 監査室 2016年度 2017/4/1
5年

2022/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 研修 研究費不正使用防止のための研修会（H28年度）2/2 監査室 2016年度 2017/4/1
5年

2022/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
中期目標計
画・年度計画

目標・計画・評価等（H26年度） 監査室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
中期目標計
画・年度計画

目標・計画・評価等（H27年度） 監査室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
中期目標計
画・年度計画

目標・計画・評価等（H28年度） 監査室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
中期目標計
画・年度計画

目標・計画・評価等（H29年度） 監査室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
中期目標計
画・年度計画

目標・計画・評価等（H30年度） 監査室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査
中期目標計
画・年度計画

目標・計画・評価等（H31年度） 監査室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 業務方法書 業務方法書の変更 監査室 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 労働時間 休暇/欠勤/振替・代休 監査室 2015年度 2018/4/1
5年

2023/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 労働時間
超過勤務等申告・命令簿/労働時間報告書（写）

監査室 2015年度 2018/4/1
5年

2023/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 旅行命令等 旅行命令簿／出張報告書 監査室 2014年度 2020/4/1
5年

2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 予算要求 予算要求 監査室 2014年度 2020/4/1
5年

2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

監査 監査 購入 購入依頼等 監査室 2014年度 2020/4/1
5年

2025/03/31 紙 監査室 監査室長 監査室 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成10年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成11年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成12年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成13年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成14年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成15年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成16年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成17年度） 庶務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成18年度） 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成19年度） 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成20年度） 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成21年度） 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成22年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成23年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成24年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成25年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成26年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成27年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成28年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成29年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成2年度） 庶務課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成30年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成3年度） 庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成4年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成5年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成6年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成7年度） 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成8年度） 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 学位記授与式・卒業証書学位記授与式（平成9年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成10年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成11年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成12年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成13年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成14年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成15年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成16年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成17年度） 庶務課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成18年度） 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成19年度） 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成20年度） 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成21年度） 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成22年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成23年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成24年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成25年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成26年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成27年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成28年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成29年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 式典 入学式（平成2年度） 庶務課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成30年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成3年度） 庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成4年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成5年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成6年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成7年度） 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成8年度） 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 式典 入学式（平成9年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（平成30年度） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 共催及び後援（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務（平成21年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務（平成22年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務（平成23年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（平成24年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（平成25年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（平成26年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 総務 庶務一般（平成28年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（平成30年度） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 庶務一般（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務
上越教育大学と学部同窓会及び大学院同窓会との連携協
議会（平成26年度～平成30年度）

経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務
上越教育大学と学部同窓会及び大学院同窓会との連携協
議会（令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 上越教育大学基金（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 上越教育大学基金（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 上越教育大学基金（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 上越教育大学基金（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 上越教育大学基金（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 上越教育大学基金（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第10回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第11回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第12回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第１回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/41 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第２回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第３回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第４回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第５回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第６回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第７回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 第８回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 総務 第９回辰野千壽教育賞 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 文書処理簿（平成26年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 文書処理簿（平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 文書処理簿（平成28年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 文書処理簿（平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 文書処理簿（平成30年度） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 総務 文書処理簿（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 情報処理センター・国際学生宿舎竣工記念式典 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 創立20周年記念行事No.1 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 創立20周年記念行事No.2 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 創立20周年記念行事No.3 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 創立30周年記念事業（記念式典） 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 創立40周年記念事業（記念式典） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 第二講義棟・附属幼稚園竣工記念式典 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 記念事業 附属障害児教育実践センター竣工記念式典 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 郵便 郵便関係（平成23年度～平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 学内周知　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 学内周知　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 学内周知　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 学内周知　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 学内周知　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 学内周知　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務 新聞　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 その他総務
平成29年度新構想3教育大学シンポジウム
平成29年度新構想3教育大学懇談会
（本学当番）

総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 その他総務
平成30年度新構想3教育大学シンポジウム
平成30年度新構想4教育大学懇談会
（本学当番）

総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 要確認

総務 総務 学外会議 諸会議　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 諸会議　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 諸会議　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 諸会議　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 諸会議　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 諸会議　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議
東北・新潟インテリジェント・コスモス構想（平成2年
度～9年度）

庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 平成21年度新教育大学協議会（本学当番） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議
平成22年度全国国立教育系大学総務部課長会議（本学
当番）

総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議
平成23年度全国国立教育系大学事務局長会議（本学当
番）

総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議
平成23年度日本教育大学協会北陸地区会学長・副学
長・学部長・学部教員合同会議（本学当番）

総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学外会議 平成24年度新教育大学協議会（本学当番） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選挙（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選挙（平成14年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選挙（平成4年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選挙（平成8年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成16年度 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成17年度 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

10 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議①　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議①　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議②　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議②　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学長選考 学長選考会議③　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 ＴＭ　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 学内会議 ＴＭ　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 運営評議会（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 運営評議会（平成13年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 運営評議会（平成14年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 運営評議会（平成15年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 学内会議開催通知　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 学内会議開催通知　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成16年度 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成17年度 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教育研究評議会　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 学内会議
教育研究評議会議事要旨綴（平成16年度～平成29年
度）

庶務課総務係 2004年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成16年度 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成17年度 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成11年度）No.1 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成11年度）No.2 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成13年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成14年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 学内会議 教授会（平成15年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成2年度） 庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成3年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成4年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成5年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成6年度） 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成7年度） 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成8年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成9年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会（平成元年度） 庶務課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会議事要旨綴（平成16年度～平成29年度） 庶務課総務係 2004年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 教授会議事要旨綴（平成元年度～平成15年度） 庶務課総務係 1989年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成16年度
企画室企画・評価チー
ム

2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成17年度
企画室企画・評価チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成18年度
企画室企画・評価チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成19年度
企画室企画・評価チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成20年度
企画室企画・評価チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成21年度
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成22年度
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成23年度
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成24年度
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 経営協議会　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成11年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成13年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成14年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成15年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成2年度） 庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成3年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成4年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成5年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成6年度） 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成7年度） 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成8年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成9年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会（平成元年度） 庶務課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 研究科委員会議事要旨綴（平成元年度～平成15年度） 庶務課総務係 1989年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 国際交流基金設立準備委員会（平成3年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成16年度 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
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保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成17年度 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 事務連絡会　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議
生涯学習実践研究センター竣工準備委員会（平成9年度
～）

庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議
評議会（運営評議会含）議事要旨綴（平成元年度～平
成15年度）

庶務課総務係 1989年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成11年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成2年度） 庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成3年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成4年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成5年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 学内会議 評議会（平成6年度） 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成7年度） 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成8年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成9年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 評議会（平成元年度） 庶務課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 附属学校（園）との連絡会議 企画調整室 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 附属学校（園）との連絡会議（平成11年度～） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 平成11年度参与会 庶務課法規係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成16年度 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成17年度 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 学内会議 役員会　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 役員会議事要旨（平成16年度～平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成11年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成13年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成14年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成15年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成8年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 学内会議 連合大学院委員会（平成9年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報 公式ホームページ更新（総務課）　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報 公式ホームページ更新（総務課）　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報 公式ホームページ更新（総務課）　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報 公式ホームページ更新（総務課）　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報 公式ホームページ更新（総務課）　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報 公式ホームページ更新（総務課）　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H18～H20 総務課総務チーム 2006年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H20～H23 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H26 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H27 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H28 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H29 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 概要作成　H30 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 広報刊行物等 学報作成　H18～H20 総務課総務チーム 2006年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 学報作成　H20～H24 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 学報作成　H24～H26 総務課総務チーム 2012年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 学報作成　H26～H28 総務課総務チーム 2014年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 広報刊行物等 新潟県大学情報要覧 庶務課企画法規係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務
中期目標計
画・年度計画

中期目標・中期計画及び年度計画(総務）　H18～H22 総務課総務チーム 2006年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務
中期目標計
画・年度計画

中期目標・中期計画及び年度計画(総務）　H23～H26 総務課総務チーム 2011年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務
中期目標計
画・年度計画

中期目標・中期計画及び年度計画(総務）　H27～H29 総務課総務チーム 2015年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成16年度 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成17年度 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成18年度 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達（平成13年度） 庶務課総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達（平成14年度） 庶務課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部科学省通知・通達（平成15年度） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成11年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成2年度） 庶務課総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成3年度） 庶務課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成4年度） 庶務課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成5年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成6年度） 庶務課総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成7年度） 庶務課総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成8年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成9年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 通知・通達 文部省通知・通達（平成元年度） 庶務課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 調査・統計 調査・アンケート　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 調査・統計 調査・アンケート　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 休暇／欠勤／振替・代休　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 休暇／欠勤／振替・代休　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 休暇／欠勤／振替・代休　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 休暇／欠勤／振替・代休　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 休暇／欠勤／振替・代休　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

20 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務 労働時間 休暇／欠勤／振替・代休　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 出勤簿　平成26年 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 出勤簿　平成27年 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 出勤簿　平成28年 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 出勤簿　平成29年 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 教育職員養成審議会（平成10年度） 庶務課総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 答申・提言等　H18～ 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 答申・提言等（平成11年度） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 答申・提言等（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 答申・提言等（平成5年度～平成7年度） 庶務課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 答申・提言等（平成8年度～平成9年度） 庶務課総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 答申・提言 答申・提言等（平成9年年度～平成10年度） 庶務課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 公印 公印簿（平成16年度～平成26年度）
企画室企画・評価チー
ム

2004年度 2014/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 報告 文部省への定期報告等（平成12年度） 庶務課総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務 物品管理 物品使用簿（A4）No.3 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成21年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成22年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成23年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成24年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成25年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成26年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成28年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（平成30年度） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 国立大学協会（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成21年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成22年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成23年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成24年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成25年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成26年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成28年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 大学基準協会（平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成21年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成22年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成23年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成24年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成25年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成26年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成28年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（平成30年度） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会地区会（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成21年度） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成22年度） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成23年度） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成24年度） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成25年度） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成26年度） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成27年度） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成28年度） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成29年度） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（平成30年度） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 秘書 学外機関 日本教育大学協会本協会（令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 秘書室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定 （H16／改廃用） 総務課総務チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定（H16／一括制定用） 総務課総務チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定（H17／改廃用） 総務課総務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定（平成13年） 庶務課企画法規係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定（平成14・15年） 庶務課企画法規係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定/ （H18／改廃用） 総務課総務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃 （H19） 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H20） 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H21） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H22） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H23） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H24） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H25） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H26） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H27） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H28） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H29） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（H30） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 学内規則等の制定・改廃（R01） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則集ホームページ化（平成13年度～平成16年度） 庶務課企画法規係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則集追録第3号関係綴 庶務課企画法規係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則等の制定（平成11・12年） 庶務課法規・広報係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則等の制定（平成3・4年） 庶務課企画法規係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則等の制定（平成5・6年） 庶務課企画法規係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則等の制定（平成7・8年） 庶務課企画法規係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 規則等の制定（平成9・10年） 庶務課企画法規係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 諸規定の一部改正綴（平成12年度～平成16年度） 庶務課企画法規係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 要項・内規・申合せ等の 制定（H16～H17） 総務課総務チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 要項・内規・申合せ等の 制定（H18～H19） 総務課総務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 要項・内規・申合せ等の制定（平成13年～平成15年） 庶務課企画法規係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 学内規則等 連合大学院大学間協定書・申合せ等（原義書） 庶務課企画法規係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室【金庫】 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H24） 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H25） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H26） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H27） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H28） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H29） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（H30） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策・支援（R01） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策支援室（H23） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策本部（H21） 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策本部（H22） 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

災害対策本部・危機管理室（H23） 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

大規模災害発生時における関東･甲信越地区国立大学法
人等間の連携・協力（H29）

総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

大規模災害発生時における関東･甲信越地区国立大学法
人等間の連携・協力（H30）

総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（H25） 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（H26） 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（H27） 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（H28） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（H29） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（H30） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規
防災・危機管
理

防災・危機管理（R01） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 個人情報保護　平成19年度 総務課総務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 個人情報保護　平成20年度 総務課総務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 法規 個人情報保護 個人情報保護　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 個人情報保護　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 個人情報保護　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 個人情報保護　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成25年度 総務課総務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成26年度 総務課総務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成27年度 総務課総務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成28年度 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成29年度 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　平成30年度 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 個人情報保護 法人文書・個人情報保護　　令和元年度 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 訟務 顧問弁護士（H28） 総務課総務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 訟務 顧問弁護士（H29） 総務課総務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 訟務 顧問弁護士（H30） 総務課総務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 訟務 顧問弁護士（R01） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 訟務 訴訟関係（H30） 総務課総務チーム 2018年度 2020/03/27 10年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 訟務 訴訟関係（R01） 総務課総務チーム 2019年度 2020/03/27 10年 2050/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 災害支援 災害支援室（H23）① 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規 災害支援 災害支援室（H23）② 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課総務チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

総務 法規 情報公開 情報公開　　平成21年度 総務課総務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 情報公開 情報公開法　　平成22年度 総務課総務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 法規 情報公開 情報公開法　　平成23年度 総務課総務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄
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総務 法規 情報公開 情報公開法　　平成24年度 総務課総務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 総務課書庫 総務課長 総務課総務チーム 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

研修願（平成26年）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

研修願（平成27年）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

研修願（平成28年）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

研修願（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

研修願（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

研修願（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

自家用自動車使用関係（ア～） 研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 常用 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

自家用自動車使用関係（サ～） 研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 常用 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成26、27、28年度）
研究連携室研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成26年度）
　その他　受託研究費　研究プロジェクト

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成26年度）
　教育研究教員経費　科学研究費

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成27年度）
　その他　受託研究費　研究プロジェクト

研究連携室研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成27年度）
　教育研究教員経費　科学研究費

研究連携室研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成28年度）
　その他　CST養成事業経費　研究プロジェクト
　受託研究費

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成28年度）
　教育研究教員経費　科学研究費

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙  課総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成29年度）
　その他　CST養成事業経費　研究プロジェクト
　受託研究費

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成29年度）
　教育研究教員経費　科学研究費

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成30年度）
　教育研究教員経費　　科学研究費

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成30年度）
　受託研究費　研究プロジェクト　学長債裁量経費
　CST養成事業経費　その他

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

出張依頼伺綴（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

※学校教育実践研究センター及び特
別支援教育実践研究センターの教員
分については上記のそれぞれの同セ
ンターで保管
学校実習・ボランティア支援室の教員
分については同室で保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

大学教員の共用自動車・自家用自動車使用（伺）（平成31
年度，令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ア）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ア）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ア）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ア）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ア）（平成31年度，令和元年
度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（カ）（平成31年度，令和元年
度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（カ・サ）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（カ・サ）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（カ・サ）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（カ ・サ）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（サ）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（サ）（平成31年度，令和元年
度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（タ・ナ）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（タ・ナ）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（タ・ナ）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（タ・ナ）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（タ・ナ）（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ハ）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ハ）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ハ）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ハ）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ハ・マ）（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（マ～）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（マ～）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（マ～）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（マ～）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育学系（ヤ・ワ）（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校教育実践研究センター（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
学校教育実践研究セ
ンター

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 学校実習・ボランティア支援室（平成31年度，
令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
学校実習・ボランティ
ア支援室

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（ア～サ）（平成31年度，
令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（タ～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（音楽・美術）（平成27年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（音楽・美術）（平成28年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（音楽・美術）（平成29年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（音楽・美術）（平成30年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（体育）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（体育）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（体育）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 芸術・体育教育学系（体育）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（ア～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（ナ～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（家庭）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（家庭）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（家庭）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（技術）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（技術）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（技術）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（技術・家庭）（平成30年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（数学）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（数学）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（数学）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（数学）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（理科）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（理科）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（理科）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 自然・生活教育学系（理科）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（ア～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（タ～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（マ～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（外国語）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（外国語）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（外国語）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（外国語）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（国語）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（国語）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（国語）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（国語）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（社会）（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（社会）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（社会）（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 人文・社会教育学系（社会）（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 特任教員（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（ア～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（サ～）（平成31年度，令
和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（学校ヘルスケア）（臨床
心理）（平成27年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（学校ヘルスケア）（臨床
心理）（平成28年度）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（学校ヘルスケア）（臨床
心理）（平成29年度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（特別支援）（教育実践・
学校運営リーダーコース）（平成27年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（特別支援）（教育実践・
学校運営リーダーコース）（平成28年度）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（特別支援）（平成29年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（特別支援）（平成30年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
※特別支援教育実践研究センターの
教員分については同センターで保管

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿 臨床・健康教育学系（ 特別支援・臨床心理・学
校HC）（平成30年度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿（学校教育学系）（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿（芸術・体育教育学系）（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿（自然・生活教育学系）（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿（人文・社会教育学系）（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の旅行命
令等

旅行命令簿（臨床・健康教育学系）（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

介護部分休業関係（平成31年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

休暇簿 学校教育学系（平成26年）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

休暇簿 芸術・体育教育学系（平成26年）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

休暇簿 自然・生活教育学系（平成26年）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

休暇簿 人文・社会教育学系（平成26年）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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時の措置（予
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総務 総務課分室
教員の労働時
間

休暇簿 臨床・健康教育学系（平成26年）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

教員休暇簿（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課車庫2階書
庫

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

教員休暇簿（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

教員休暇簿（平成29年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

教員休暇簿（平成30年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

教員休暇簿（平成31年，令和元年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室）※ 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

※学校教育実践研究センターの教員
分については同センター，学校実習・
ボランティア支援室の教員分につい
ては同室で保管

総務 総務課分室
教員の労働時
間

勤務状況表（12月～3月）（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

勤務状況表（4月～7月）（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

勤務状況表（8月～11月）（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替変更簿（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替変更簿（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替変更簿（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替変更簿（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替簿 学校教育学系（平成31年度，令和元年度） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替簿 学校教育実践研究センター（平成31年度，
令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
学校教育実践研究セ
ンター

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替簿 学校実習・ボランティア支援室（平成31年
度，令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
学校実習・ボランティ
ア支援室

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替簿 芸術・体育教育学系，人文・社会教育学系，
特任教員，学系所属なしの特任教員（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

週休日振替簿 臨床・健康教育学系，自然・生活教育学系
（平成31年度，令和元年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系あ～さ（平成29年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系あ～さ（平成30年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系あ～さ（平成31年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系あ～た（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系あ～た（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）
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満了時期 媒体の種別 保存場所
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保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系あ～た（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系た～わ（平成29年 度）
研究連携室研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系た～わ（平成30年 度）
研究連携室研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系た～わ（平成31年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系な～わ（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系な～わ（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 学校教育学系な～わ（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 芸術・体育教育学系（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 芸術・体育教育学系（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 芸術・体育教育学系（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 芸術・体育教育学系（平成29年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 芸術・体育教育学系（平成30年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 芸術・体育教育学系（平成31年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 自然・生活教育学系（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 自然・生活教育学系（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 自然・生活教育学系（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 自然・生活教育学系（平成29年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 自然・生活教育学系（平成30年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 自然・生活教育学系（平成31年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 人文・社会教育学系（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 人文・社会教育学系（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 人文・社会教育学系（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 人文・社会教育学系（平成29年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 人文・社会教育学系（平成30年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 人文・社会教育学系（平成31年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 臨床・健康教育学系（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 臨床・健康教育学系（平成27年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 臨床・健康教育学系（平成28年 度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 臨床・健康教育学系（平成29年 度）
研究連携室研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 臨床・健康教育学系（平成30年 度）
研究連携室研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

出勤簿 臨床・健康教育学系（平成31年） 総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

超過勤務申請書/深夜勤務申請書（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

超過勤務命令簿 教員分・5年間保存（平成27年度～平成
29年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
 研究連携課総務課（分
室）

総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

超過勤務命令簿 教員分・5年間保存（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

超過勤務命令簿 教員分・5年間保存（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

総務 総務課分室
教員の労働時
間

年5日の年次有給休暇取得計画表（平成31年度，令和元
年度）

総務課総務チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総務課（分室） 総務課長 総務課総務チーム（分室） 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 教員選考委員会（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 人事委員会（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 学内会議 大学教員人材評価委員会（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 外国人雇用状況届出書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 規則・通知等の改正通知（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 規則・通知等の改正通知（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 規則通達等の改正通知（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用状況報告（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用状況報告（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 旧姓使用申出書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
高年齢者，障害者及び外国人雇用状況報告（平成17年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
高年齢者，障害者及び外国人雇用状況報告（平成18年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 高年齢者及び障害者雇用状況報告（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 国人（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国人（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国文科人（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国文科人（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 国文科人（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 審査班関係15年度 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 人関（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 任用班関係15年度 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文高大・文高企（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人審・人審（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人総（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文人任・人任（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達 文部科学省・国立大学協会（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成16年度）

総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成17年度）

総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成18年度）

総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成19年度）

総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成20年度）

総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成21年度）

総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成22年度）

総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成23年度）

総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成24年度）

総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成25年度)

総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成26年度)

総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成27年度)

総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成28年度)

総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成29年度)

総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成30年度)

総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 通知・通達
労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省・労働
局（平成31年度）

総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成21年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成22年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成23年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成24年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成25年
度)

総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成26年
度)

総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成27年
度)

総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成28年
度)

総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成29年
度)

総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書(平成30年
度)

総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
ティーチング・アシスタント，ティーチング・サポー
ター，リサーチ・アシスタント任用原議書（平成31年
度）

総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 運営諮問会議委員（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 運営諮問会議委員（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 運営諮問会議委員（平成14年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 運営諮問会議委員（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教員（講師以上）の任期について 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人教師関係（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人特別招へい教授招へい関係（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 外国人特別招へい教授招へい関係（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 各種委員会委員関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

45 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員審査報告書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考基準関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考審査会（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員選考申出書（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 教員任用関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員任用関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 教員配置要望書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 教官任用関係（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 国立大学法人等職員採用試験（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 参与（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員人材評価（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（技官を含む）（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（技官を含む）（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（技官を含む）（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（技官を含む）（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（技官を含む）（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成10
年度）

庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成11
年度）

庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成12
年度）

庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成13
年度）

庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成14
年度）

庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成15
年度）

庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成6
年度）

庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成7
年度）

庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成8
年度）

庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
事務系職員任用原議書（昇格等給与発令含む）(平成9
年度）

庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 事務系職員任用原議書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 辞令交付（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 辞令交付（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 辞令交付（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 辞令交付（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 辞令交付（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 辞令交付（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 昇格原議書（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 昇格原議書（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 昇格原議書（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

53 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

人事 人事 任免等 昇格原議書（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 昇格原議書（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 人事異動の連絡（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 人事異動の連絡（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 人事異動の連絡（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 人事異動の連絡（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 人事異動の連絡（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 人事異動の連絡（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 専修研究員関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 早期退職募集制度関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 早期退職募集制度関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 早期退職募集制度関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 早期退職募集制度関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 早期退職募集制度関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成7度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学院担当教員審査委員会（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員業績登録システム関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員人材評価関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教員任用原議書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 大学教官任用原議書（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 特任教員（人事交流）関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 任用関係（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 任用関係（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤講師任用原議書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 非常勤職員任用原議書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 附属学校教員人材評価（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成3度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属学校長候補者選考委員会（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

61 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教員任用原議書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 附属教官任用原議書（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・運営評議会委員任用原議書（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・運営評議会委員任用原議書（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・運営評議会委員任用原議書（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・運営評議会委員任用原議書（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成16年度）

総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成17年度）

総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成18年度）

総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成19年度）

総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成20年度）

総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成21年度）

総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成22年度）

総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成23年度）

総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成24年度）

総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成25年度)

総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成26年度)

総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成27年度)

総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成28年度)

総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成29年度)

総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成30年度)

総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
部局長等・教育研究評議会評議員・経営協議会委員任
用原議書（平成31年度）

総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 部局長等・評議員任用原議書（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等
平成31年度大学改革に伴う大学院担当教員審査（平成
29年度）

総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 本学教官公募（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 本学教官公募（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 本学教官公募（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 本学教官公募（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 本学教官公募（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 本学教官公募（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 役員任命原議書（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 任免等 連合大学院担当（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成16年度）
総務課人事・労務チー
ム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成17年度）
総務課人事・労務チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成25年度)
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成26年度)
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成27年度)
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成28年度)
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成29年度)
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成30年度)
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 名誉教授 名誉教授（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 人件費関係（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 人件費関係（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 人件費関係（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 人件費関係（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 人件費関係（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 調査・回答 他大学等との照会・回答（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 他大学等との照会・回答（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 他大学等との照会・回答（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 他大学等との照会・回答（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 他大学等との照会・回答（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 調査・回答 他大学等との照会・回答（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 証明書発行 在籍証明書等発行（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 証明書発行 在籍証明書等発行（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 証明書発行 在籍証明書等発行（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 証明書発行 在籍証明書等発行（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 証明書発行 在籍証明書等発行（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 証明書発行 在籍証明書等発行（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 定員 級別定数（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 級別定数（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成8年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 教職員定員（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 定員 欠員状況報告（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 欠員状況報告（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員・現員表（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成10年度） 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成11年度） 庶務課人事係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成12年度） 庶務課人事係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成13年度） 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 人事 定員 定員通知（平成14年度） 庶務課人事係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成15年度） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成2年度） 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成3年度） 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成4年度） 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成5年度） 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成6年度） 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成7年度） 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成8年度） 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成9年度） 庶務課人事係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 定員 定員通知（平成元年度） 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 人事記録等 人事記録 庶務課人事係 1978年度 1979/4/1 永年 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 人事 各種取扱
国立大学法人上越教育大学における各種取扱等に関す
る綴

総務課人事・労務チー
ム

1992年度 1993/4/1 永年 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント対策委員会（平成12年
度）

庶務課職員係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント対策委員会（平成13年
度）

庶務課職員係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント対策委員会（平成14年
度）

庶務課職員係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント対策委員会（平成15年
度）

庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成17年度）

総務課職員・福祉係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成18年度）

総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成19～21年度）

総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成22年度～平成23年度）

総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成24年度～平成25年度）

総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成26年度～平成28年度）

総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
（平成29年度）

総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止対策専門
部会（平成17年度）

総務課職員・福祉係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント防止対策専門部会（平成
13年度）

庶務課職員係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント防止対策専門部会（平成
14年度）

庶務課職員係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント防止対策専門部会（平成
15年度）

庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
セクシュアル・ハラスメント防止対策専門部会（平成
16年度）

総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 その他の兼業（平成29年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 ハラスメント等人権侵害対策委員会（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 ハラスメント等人権侵害対策委員会（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 兼業（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理
人権及びセクシュアル・ハラスメント委員会（平成16
年度）

総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 短期兼業（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 懲戒・分限　H7年度～ 庶務課人事係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 服務・倫理 長期兼業（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 サバティカル制度（平成29年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 研修（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 研修（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 研修（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 研修（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 研修（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 研修（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 自己啓発セミナー（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 自己啓発セミナー（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 自己啓発セミナー（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 自己啓発セミナー（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 自己啓発セミナー（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 自己啓発セミナー（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 研修 職員の生涯生活設計（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 安全・衛生（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 安全・衛生（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 安全・衛生（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 安全・衛生（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 安全・衛生（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 安全・衛生（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/32 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 衛生委員会（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 衛生委員会（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 衛生委員会（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 衛生委員会（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 衛生委員会（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 衛生委員会（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康管理・安全管理関係 庶務課職員係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康管理・安全管理関係綴（平成15年度） 庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成10年度～平成11年度） 庶務課職員係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成12年度） 庶務課職員係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成13年度） 庶務課職員係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成14年度） 庶務課職員係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成15年度） 庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成16年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成17年度） 総務課職員・福祉係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 健康診断（平成8年度～平成9年度） 庶務課職員係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 実験施設等の安全管理（平成14年度～平成15年度） 庶務課職員係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 文書庫 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 人間ドック結果綴（平成7年度～平成9年度） 庶務課職員係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 安全衛生 設備届等関係 庶務課職員係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 安全衛生 放射線業務関係 庶務課職員係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 文書庫 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 雇用保険（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 雇用保険（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 雇用保険（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 雇用保険（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 雇用保険（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 雇用保険（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 財形貯蓄（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 財形貯蓄（平成27年度～平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 財形貯蓄（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 財形貯蓄（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 財形貯蓄（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 社会保険（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 社会保険（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 社会保険（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 社会保険（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 社会保険（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 給与等 社会保険（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成 10年度～平成13年度） 庶務課職員係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成7年度～平成9年度） 庶務課職員係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成元年度～平成6年度） 庶務課職員係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 紺綬褒章・その他の表彰 庶務課職員係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 文書庫 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成12年度～平成13年度） 庶務課職員係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成14年度～平成15年度） 庶務課職員係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成16年度～平成17年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成20年度～平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成22年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成23年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成24年度～平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成26年度～平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成28年度～平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成8年度～平成11年度） 庶務課職員係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲（平成元年度～平成7年度） 庶務課職員係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 叙勲・叙位（平成31年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 退職者永年勤続表彰式 庶務課職員係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 表彰（平成11年度～平成15年度） 庶務課職員係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 表彰（平成16年度～平成18年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 表彰（平成19年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 栄典・表彰 表彰（平成28年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 福利厚生 赤倉野外活動施設（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 福利厚生 赤倉野外活動施設（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 福利厚生 赤倉野外活動施設（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 福利厚生 赤倉野外活動施設（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 福利厚生 赤倉野外活動施設（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 福利厚生 赤倉野外活動施設（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成12年度） 庶務課職員係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成13年度） 庶務課職員係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成14年度） 庶務課職員係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成15年度） 庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成16年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成17年度） 総務課職員・福祉係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成18年度）
総務課人事・労務チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成19年度）
総務課人事・労務チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成20年度）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成2年度～平成7年度） 庶務課職員係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 退職手当 退職手当（平成8年度～平成11年度） 庶務課職員係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 男女共同参画 男女共同参画（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 男女共同参画 男女共同参画（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 男女共同参画 男女共同参画（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 男女共同参画 男女共同参画（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 男女共同参画 男女共同参画（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 男女共同参画 男女共同参画（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成21年度）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成22年度）
総務課人事・労務チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成23年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成24年度）
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成25年度）
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成27年度）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成28年度）
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成29年度）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成30年度）
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 海外渡航 渡航［出張・研修］（平成31年度）
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 災害補償 災害補償（平成15年度） 庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 災害補償 災害補償（平成16年度～平成19年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 災害補償 労災関係（平成20年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 災害補償 労働災害関係（平成29年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 労働時間 就業規則関係（平成16年度～平成20年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 労働時間 就業規則関係（平成21年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 職員福祉 労働時間 労使協定関係（平成16年度～平成21年度） 総務課職員・福祉係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 労働時間 労使協定関係（平成21年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 労働時間 労使協定関係（平成23年度～平成26年度）
総務課人事・労務チー
ム

2011年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 文書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 労働時間 労使協定関係（平成27年度～）
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 職員証 職員証（平成25年度～） 庶務課人事係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 職員証 職員証（平成30年度～） 庶務課人事係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 職員証 名誉教授証（平成29年度～） 庶務課人事係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉
通知・通達・
報告

国文科ス 庶務課職員係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉
通知・通達・
報告

人福利 庶務課職員係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉
通知・通達・
報告

文科生 庶務課職員係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福　13．4．1～ 庶務課人事係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福・文人福10．4．1～13．3．31 庶務課人事係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福・文人福5．4．1～6．3．31 庶務課人事係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福・文人福6．4．1～8．3．31 庶務課人事係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福・文人福8．4．1～10．3．31 庶務課人事係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福2．4．1～5．3．31 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 人福元．4．1～2．3．31 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 文人福2．4．1～3．3．31 庶務課人事係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 文人福3．4．1～4．3．31 庶務課人事係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 文人福4．4．1～5．3．31 庶務課人事係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 通知・通達 文人福元．4．1～2．3．31 庶務課人事係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿 庶務課職員係 1981年度 1982/4/1 積立期間満了後5年 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 職員福祉 財形貯蓄 財産形成貯蓄覚書 庶務課職員係 1990年度 1991/4/1 有効期間終了後5年 紙 係事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 給与 給与等
異動者に係る源泉徴収票・職員別給与簿等　平成27～
31年度

総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 寒冷地手当　平成25,26年度
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 寒冷地手当　平成27,28年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 寒冷地手当　平成29,30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 基準給与簿　26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 基準給与簿　27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 基準給与簿　28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 基準給与簿　29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 基準給与簿　30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 基準給与簿　31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 期末・勤勉手当　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 期末・勤勉手当　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 期末・勤勉手当　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 期末・勤勉手当　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 期末・勤勉手当　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 期末・勤勉手当　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与参考資料　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与参考資料　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与参考資料　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与参考資料　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与参考資料　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与参考資料　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成24年
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 7年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成25年
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 7年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成26年
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 7年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成27年
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 7年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成28年
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 7年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成29年
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成30年
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 7年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与所得者の源泉徴収票　平成31年
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 7年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成24年

総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 7年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成25年

総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 7年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成26年

総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 7年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成27年

総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 7年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成28年

総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 7年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成29年

総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成30年

総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 7年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
特別控除申告書　平成31年

総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 7年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与等・社会保険料　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与等・社会保険料　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与等・社会保険料　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与等・社会保険料　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与等・社会保険料　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 給与等・社会保険料　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 住民税通知書　平成25～26年度
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 住民税通知書　平成27～28年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 給与 給与等 住民税通知書　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 住民税通知書　平成30年度～31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 所得税・住民税・源泉徴収票関係　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 所得税・住民税・源泉徴収票関係　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 所得税・住民税・源泉徴収票関係　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 所得税・住民税・源泉徴収票関係　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 所得税・住民税・源泉徴収票関係　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 所得税・住民税・源泉徴収票関係　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 諸手当・現況届　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 諸手当・現況届　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 諸手当・現況届　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 諸手当・現況届　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 諸手当・現況届　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 諸手当・現況届　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（常勤）　平成26年
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（常勤）　平成27年
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（常勤）　平成28年
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（常勤）　平成29年
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（常勤）　平成30年
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（常勤）　平成31年
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（非常勤）　平成26年
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（非常勤）　平成27年
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（非常勤）　平成28年
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

83 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

人事 給与 給与等 職員別給与簿（非常勤）　平成29年
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（非常勤）　平成30年
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 職員別給与簿（非常勤）　平成31年
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 人事院勧告関係　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 人事院勧告関係　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 人事院勧告関係　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 人事院勧告関係　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 人事院勧告関係　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 人事院勧告関係　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 退職手当関係　24～28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 退職手当関係　29～31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 大学院担当　平成24～26年度
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 大学院担当　平成27～30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 大学院担当　平成31年度～
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等
特別徴収に係る給与所得者異動届出書　平成27～31年
度

総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成24年
総務課人事・労務チー
ム

2012年度 2013/4/1 7年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成25年
総務課人事・労務チー
ム

2013年度 2014/4/1 7年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成26年
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 7年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成27年
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 7年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成28年
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 7年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成29年
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成30年
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 7年 2026/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 扶養控除等申告書　平成31年
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 7年 2027/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄
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人事 給与 給与等 俸給・諸手当　平成22～28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 俸給・諸手当　平成29～30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 俸給・諸手当　平成31年度～
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（常勤）　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（常勤）　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（常勤）　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（常勤）　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（常勤）　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（常勤）　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（非常勤）　平成26年度
総務課人事・労務チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（非常勤）　平成27年度
総務課人事・労務チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（非常勤）　平成28年度
総務課人事・労務チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（非常勤）　平成29年度
総務課人事・労務チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（非常勤）　平成30年度
総務課人事・労務チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

人事 給与 給与等 労働時間報告書（非常勤）　平成31年度
総務課人事・労務チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 総務課長 総務課人事・労務チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成22年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成23年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成24年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成25年度　教育委員会との連携・協働
企画・広報課企画・評価
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成25年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成26年度　教育委員会との連携・協働
企画・広報課企画・評価
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成26年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成27年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 企画調整 学外会議
平成28年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成29年度　「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学
校の改革に関する有識者会議」報告書に関する意見交換

経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成29年度　31年度改革に向けた他大学との連携
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成29年度　学校実習コンソーシアム関係
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成29年度　学校実習関係
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成29年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成30年度　「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学
校の改革に関する有識者会議」報告書に関する意見交換

経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成30年度　31年度改革に向けた他大学との連携
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成30年度　学校実習コンソーシアム関係
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議 平成30年度　学校実習関係
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成30年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学外会議
平成31年度　新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及
び国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 ２１　大学改革委員会
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 ２２　大学改革委員会
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 ２３大学改革委員会
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 24大学改革委員会
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 25大学改革委員会
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 26大学改革委員会
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 27大学改革委員会
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 28大学改革戦略会議
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 29大学改革推進委員会
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 30大学改革推進委員会
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 31大学改革推進委員会
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 企画調整 学内会議 平成21年度　全学教職員集会
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成22年度　全学教職員集会
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議
平成22年度　第二期中期目標・中期計画検討特別委員
会

企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議
平成22年度　第二期中期目標・中期計画検討特別委員
会ワーキンググループ

企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成23年度　全学教職員集会
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成23年度　総合企画室
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成24年度　全学教職員集会
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成25年度　全学教職員集会
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成26年度　教育諮問会議
企画・広報課企画・評価
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成26年度　全学教職員集会
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成27年度　教育諮問会議
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成27年度　全学教職員集会
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成28年度　教育諮問会議
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成28年度　全学教職員集会
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成28年度　第３期改革調整会合・全体会合
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成29年度　教育諮問会議
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成29年度　全学教職員集会
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成29年度　大学改革推進委員会WG
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成29年度　大学改革推進連絡会議
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成29年度　第３期改革調整会合・全体会合
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成30年度　教育諮問会議
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成30年度　全学教職員集会
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 学内会議 平成31年度　教育諮問会議
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 企画調整 学内会議 平成31年度　全学教職員集会
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

２１　中期目標・中期計画
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成21年度　業務方法書
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成２１年度年度計画
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成22年度　第二期　中期目標・中期計画
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成２２年度年度計画
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成23年度　第二期　中期目標・中期計画
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成２３年度年度計画
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成24年度　第二期　中期目標・中期計画
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成24年度年度計画
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成25年度　第二期　中期目標・中期計画
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成25年度年度計画
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成26年度　業務方法書
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成26年度　第３期　中期目標・中期計画
企画・広報課企画・評価
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成26年度　第３期　中期目標・中期計画検討特別委員会
及び 専門部会

企画・広報課企画・評価
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成26年度　第二期　中期目標・中期計画
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成26年度年度計画
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成27年度　業務方法書
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成27年度　第３期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成27年度　第３期　中期目標・中期計画検討特別委員会
及び 専門部会

経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成27年度　第二期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成27年度年度計画
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成28年度　業務方法書
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
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企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成28年度　第３期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成28年度　第二期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成28年度年度計画
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成29年度　業務方法書
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成29年度　第３期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成29年度年度計画
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成30年度　業務方法書
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成30年度　第３期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成30年度年度計画
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成31年度　「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省
との徹底した対話の実施

経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成31年度　業務方法書
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中期
目標計画・年度
計画

平成31年度　第３期　中期目標・中期計画
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
業務方法・中
期目標計画・
年度計画

平成31年度年度計画
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専
攻（教職大学院）設置計画に係る補正計画書

企画室企画・評価チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専
攻（教職大学院）設置計画書

企画室企画・評価チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成17年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成18年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成19年度　教職大学院設置計画関係
企画室企画・評価チー
ム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成20年度　教職大学院設置計画関係
企画室企画・評価チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成20年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成21年度　教職大学院設置計画関係
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
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保存
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満了時期 媒体の種別 保存場所
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係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成21年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成22年度　教職大学院設置計画関係
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成22年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成23年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成24年度　大学設置申請等に係る手続
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成25年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成26年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成27年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成28年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・改
廃

平成28年度　第３期中の大学改革
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成29年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・改
廃

平成29年度　第３期中の大学改革
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・改
廃

平成29年度　平成31年度大学改革設置審査関係
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成30年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・改
廃

平成30年度　第３期中の大学改革
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・改
廃

平成30年度　平成31年度大学改革設置審査関係
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整
組織の設置・
改廃

平成31年度　大学設置等に係る提出書類作成の手引き
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 旅行命令等 平成26年度旅行命令簿
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 旅行命令等 平成27年度旅行命令簿
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 旅行命令等 平成28年度旅行命令簿
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 旅行命令等 平成29年度旅行命令簿
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 旅行命令等 平成30年度旅行命令簿
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 旅行命令等 平成31年度旅行命令簿
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

企画・評価 企画調整 労働時間 平成26年休暇簿
企画室企画・評価チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成26年出勤簿
企画・広報課企画・評
価チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成27年休暇簿
企画室企画・評価チー
ム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成27年出勤簿
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成28年休暇簿
企画室企画・評価チー
ム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成28年出勤簿
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成29年休暇簿
企画室企画・評価チー
ム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成29年出勤簿
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成30年休暇簿
企画室企画・評価チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成30年出勤簿
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成31年休暇簿
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 労働時間 平成31年出勤簿
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成24年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

企画室企画・評価チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価 平成24年度　ミッションの再定義 企画室企画・評価チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成25年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

企画・広報課企画・評価
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価 平成25年度　ミッションの再定義
企画・広報課企画・評価
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成26年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

企画・広報課企画・評価
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価 平成26年度　ミッションの再定義及び大学改革関係
企画・広報課企画・評価
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成27年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成28年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成29年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成30年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価 平成30年度　重点的取組　機能強化経費
企画・広報課企画・評価
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

企画・評価 企画調整 自己点検・評価
平成31年度　ホームページを活用した，社会からの意見・
提案の募集

経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 企画調整 自己点検・評価 平成31年度　重点的取組　機能強化経費
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第24集：平成20年度版
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第25集：平成21年度版
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第26集：平成22年度版
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第27集：平成23年度版
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第28集：平成24年度版
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第29集：平成25年度版
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第30集：平成26年度版
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第31集：平成27年度版
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第32集：平成28年度版
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第33集：平成29年度版
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 上越教育大学年次報告書　第34集：平成30年度版
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成21年度　事業年度の実績に係る自己点検・評価
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成21年度自己点検・評価（基準）
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成22年度　事業年度の実績に係る自己点検・評価
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成22年度自己点検・評価（基準）
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成23年度　事業年度の実績に係る自己点検・評価
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成23年度自己点検・評価（基準）
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成24年度　事業年度の実績に係る自己点検・評価
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成24年度自己点検・評価（基準）
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成25年度自己点検・評価（基準）
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 自己点検評価 平成30年度自己点検・評価（基準）
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

企画・評価 評価 自己点検評価 平成30年度自己点検・評価（基準）
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 2018 大学ポートレート
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 2019 大学ポートレート
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
大学評価・学位授与機構の大学情報データベース
(2009)

企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
大学評価・学位授与機構の大学情報データベース
(2010)

企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
大学評価・学位授与機構の大学情報データベース
(2011)

企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
大学評価・学位授与機構の大学情報データベース
(2012)

企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
大学評価・学位授与機構の大学情報データベース
(2013)

企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
第2期中期目標期間に係る教育研究評価（平成28年度実
施）

経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 中期目標期間に係る教育研究評価（平成22年度実施）
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 中期目標期間に係る教育研究評価（平成23年度実施）
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成20年度業務実績報告書
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成21年度業務実績報告書
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成21年度大学評価委員会
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成21年度大学評価関係
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成21年度評価支援室会議
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成22年度教職大学院認証評価
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成22年度業務実績報告書
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成22年度大学評価委員会
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成22年度大学評価関係
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成22年度評価支援室会議
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成23年度業務実績報告書
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成23年度大学評価委員会
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 評価 大学評価 平成23年度大学評価関係
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成23年度評価支援室会議
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成24年度外部評価委員会
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成24年度業務実績報告書
企画・広報課企画チー
ム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成24年度大学評価委員会
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成24年度大学評価関係
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成24年度評価支援室会議
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成25～26年度評価支援室会議
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成25年度業務実績報告書
経営企画課経営企画
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成25年度大学評価委員会
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成25年度大学評価関係
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成26～27年度大学ポートレート
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成26～27年度大学評価関係
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成26年度　資源配分基準関係
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成26年度業務実績報告書
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成26年度大学機関別認証評価
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成26年度大学評価委員会
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価
平成27年度 教育研究評価に使用するデータの提出（旧
大学情報データベース）

経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成27年度　資源配分基準関係
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成27年度及び第2期中期目標期間業務実績報告書
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成27年度教職大学院認証評価
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成27年度情報戦略室会議
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成27年度大学評価委員会
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 評価 大学評価
平成28～29年度 教育研究評価に使用するデータの提出
（旧 大学情報データベース）

経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成28～29年度大学ポートレート
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成28～29年度大学評価関係
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成28年度　資源配分基準関係
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成28年度業務実績報告書
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成28年度情報戦略室会議
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成28年度大学評価委員会
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成29年度　資源配分基準関係
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成29年度外部評価委員会
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成29年度業務実績報告書
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成29年度情報戦略室会議
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成29年度大学評価委員会
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度 教育研究評価に使用するデータの提出
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度　資源配分基準関係
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度外部評価
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度業務実績報告書
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度情報戦略室会議
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度大学評価委員会
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成30年度大学評価関係
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成31年度 教育研究評価に使用するデータの提出
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成31年度　資源配分基準関係
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成31年度情報戦略室会議
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 大学評価 平成31年度大学評価委員会
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 評価 大学評価 平成31年度大学評価関係
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 21  諸調査
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
21　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 22  諸調査
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
22　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 23  諸調査
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
23　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 24  諸調査
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
24　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 25  諸調査
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
25　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 26  諸調査
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
26　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 27  諸調査
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
27　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 28  諸調査
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
28　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 29  諸調査
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
29　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 30  諸調査
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
30　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 31  諸調査
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計
31　大学における教育内容等の改革状況調査・大学院
活動状況の調査

経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成21年度）
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成22年度）
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成23年度）
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成24年度）
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成25年度）
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成26年度）
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成27年度）
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成28年度）
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料（平成29年度）
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料集（平成30年度）
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 上越教育大学基礎資料集（平成31年度）
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成21年度　教員養成等学部等調査
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成21年度学校基本調査
企画室企画・評価チー
ム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成22年度　教員養成等学部等調査
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成22年度学校基本調査
企画室企画・評価チー
ム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成23年度　教員養成等学部等調査
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成23年度学校基本調査
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成24年度　教員養成等学部等調査
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成24年度学校基本調査
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成25年度　教員養成等学部等調査
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成25年度学校基本調査
企画・広報課企画・評
価チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成26年度　教員養成等学部等調査
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成26年度学校基本調査
企画・広報課企画チー
ム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄
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企画・評価 評価 調査・統計 平成27年度　教員養成等学部等調査
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成27年度学校基本調査
経営企画課経営企画
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成28～30年度　教員養成等学部等調査
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成28年度学校基本調査
経営企画課経営企画
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成29年度学校基本調査
経営企画課経営企画
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成30年度学校基本調査
経営企画課経営企画
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成31年度　教員養成等学部等調査
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 調査・統計 平成31年度学校基本調査
経営企画課経営企画
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 室事務室 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 予算要求 ２３　学内予算要求書（評価）
企画室企画・評価チー
ム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

企画・評価 評価 予算要求 24　学内予算要求書（評価）
企画室企画・評価チー
ム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 室文書庫 経営企画課長 経営企画課経営企画チーム 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成21～23年度） 企画・広報課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成25年度） 企画・広報課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 学内会議 情報・広報委員会（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報
公式ホーム
ページ

公式ホームページ更新・管理（2019年度) 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報
公式ホーム
ページ

公式ホームページ更新・管理（平成26年度) 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報
公式ホーム
ページ

公式ホームページ更新・管理（平成27年度) 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報
公式ホーム
ページ

公式ホームページ更新・管理（平成28年度) 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報
公式ホーム
ページ

公式ホームページ更新・管理（平成29年度) 広報課 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄
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広報 広報
公式ホーム
ページ

公式ホームページ更新・管理（平成30年度)
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 3大学紹介コーナー（平成24年度～）
経営企画課
企画広報室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 記事掲載（平成25～29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 記事掲載（平成30年度～）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 教育委員会・大学訪問関係（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 教育委員会・大学訪問関係（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 教育委員会・大学訪問関係（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 教育委員会・大学訪問関係（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 教育委員会・大学訪問関係（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 教育委員会・大学訪問関係（令和元年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 国大協広報関係（平成24～28年度）
経営企画課
企画広報室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 国大協広報関係（平成29年度～）
経営企画課
企画広報室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報
第３期中期計画・年度計画・自己点検・評価関係（平成29
年度～）

経営企画課
企画広報室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（オープンキャンパス）（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（オープンキャンパス）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（オープンキャンパス）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（オープンキャンパス）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（オープンキャンパス）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（オープンキャンパス）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（ミニオープンキャンパス）（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（ミニオープンキャンパス）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（ミニオープンキャンパス）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄
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広報 広報 広報 入試広報（ミニオープンキャンパス）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（ミニオープンキャンパス）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（ミニオープンキャンパス）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（企業主催説明会・学部）（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（企業主催説明会・学部）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（企業主催説明会・学部）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（企業主催説明会・学部）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（企業主催説明会・学部）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（企業主催説明会・学部）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（新入生アンケート）(2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（新入生アンケート）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（新入生アンケート）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（新入生アンケート）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（新入生アンケート）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（新入生アンケート）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学案内）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学案内）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学案内）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学案内）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学案内）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学案内）（平成31年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院案内）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院案内）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄
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広報 広報 広報 入試広報（大学院案内）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院案内）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院案内）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院案内）（平成31年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院相談会・説明会）（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院相談会・説明会）（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院相談会・説明会）（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院相談会・説明会）（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院相談会・説明会）（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（大学院相談会・説明会）（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 入試広報（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 年度計画・自己点検・評価関係（平成24～26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 年度計画・自己点検・評価関係（平成27～28年度） 企画・広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道リリース(2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道リリース(平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道リリース(平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道リリース(平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道リリース(平成29年度） 広報課 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道リリース(平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄
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広報 広報 広報 報道機関との懇談会（平成26～28年度）
経営企画課
企画広報室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 報道機関との懇談会（平成29年度～）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 予算・物品購入（2019年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 予算・物品購入（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 予算・物品購入（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 予算・物品購入（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 予算・物品購入（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 広報 予算・物品購入（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 休暇簿（平成25～26年度）
経営企画課
企画広報室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 休暇簿（平成2７年度～30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 出勤簿（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 出勤簿（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 出勤簿（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 出勤簿（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 労働時間 出勤簿（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 旅行命令等 旅行命令簿（平成26年度） 広報課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 旅行命令等 旅行命令簿（平成27年度） 広報課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 旅行命令等 旅行命令簿（平成28年度） 広報課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 旅行命令等 旅行命令簿（平成29年度）
経営企画課
企画広報室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 旅行命令等 旅行命令簿（平成30年度）
経営企画課
企画広報室

2018年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

広報 広報 旅行命令等 旅行命令簿（令和元年度） 広報課 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 広報課 広報課長 広報課 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ21年度 附属小学校事務室 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ22年度 附属小学校事務室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ23年度 附属小学校事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ24年度 附属小学校事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ25年度 附属小学校事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属学校事務
附属学校運営
委員会

附属学校運営委員会Ｈ31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知 平成21年度 附属幼稚園 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知 平成22年度 附属幼稚園 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知 平成23年度 附属幼稚園 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知 平成24年度 附属幼稚園 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 平成25年度 附属幼稚園 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 平成26年度 附属幼稚園 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 平成27年度 附属幼稚園 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 平成28年度 附属幼稚園 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 平成29年度 附属幼稚園 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 平成30年度 附属幼稚園 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務債権管理 債権発生等通知(写) 令和元年度 附属幼稚園 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 休暇簿　平成26年 附属幼稚園 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 休暇簿　平成27年 附属幼稚園 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄
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附属学校 附属幼稚園事務労働時間 休暇簿　平成28年 附属幼稚園 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 休暇簿　平成29年 附属幼稚園 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 休暇簿　平成30年 附属幼稚園 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 休暇簿　令和元年度 附属幼稚園 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 出勤簿　平成26年 附属幼稚園 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 出勤簿　平成27年 附属幼稚園 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 出勤簿　平成28年 附属幼稚園 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 出勤簿　平成29年 附属幼稚園 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 出勤簿　平成30年 附属幼稚園 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 出勤簿　令和元年度 附属幼稚園 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 労働時間報告書 平成26年度 附属幼稚園 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 労働時間報告書 平成27年度 附属幼稚園 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 労働時間報告書 平成28年度 附属幼稚園 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 労働時間報告書 平成29年度 附属幼稚園 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 労働時間報告書 平成30年度 附属幼稚園 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校 附属幼稚園事務労働時間 労働時間報告書 令和元年度 附属幼稚園 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム/附属学校課長廃棄

附属学校
附属小学校事
務

会議 学校評議委員会Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

会議 学校評議委員会Ｈ27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

会議 学校評議委員会Ｈ28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

会議 学校評議委員会Ｈ29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

会議 学校評議委員会Ｈ30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

会議 学校評議委員会Ｈ31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 在学証明書　Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
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(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
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保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所
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文書管理者
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係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

附属学校
附属小学校事
務

証明書 在学証明書　Ｈ27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 在学証明書　Ｈ28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 在学証明書　Ｈ29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 在学証明書　Ｈ30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 在学証明書　Ｈ31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 通学証明書発行　Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 通学証明書発行　Ｈ27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 通学証明書発行　Ｈ28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 通学証明書発行　Ｈ29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 通学証明書発行　Ｈ30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

証明書 通学証明書発行　Ｈ31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 依頼・回答H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 依頼・回答H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 依頼・回答H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 学外回答原義書Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 新型コロナウイルス感染症関連文書受付簿 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

教科用図書 教科用図書（平成25年度～平成26年度） 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

附属学校
附属小学校事
務

教科用図書 教科用図書（平成27年度～平成30年度） 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

教科用図書 教科用図書（平成31年度） 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成23年度） 附属小学校事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成24年度） 附属小学校事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成25年度） 附属小学校事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成26年度） 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成27年度） 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成28年度） 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

研究 研究開発学校関係（平成29年度） 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 切手受払簿　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 切手受払簿　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 切手受払簿　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 切手受払簿　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 切手受払簿　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 切手受払簿　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

旅行命令等 出張・旅費関係綴　Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

旅行命令等 出張・旅費関係綴　Ｈ27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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保存期間満了
時の措置（予
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附属学校
附属小学校事
務

旅行命令等 出張・旅費関係綴　Ｈ28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

旅行命令等 出張・旅費関係綴　Ｈ29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

旅行命令等 出張・旅費関係綴　Ｈ30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

旅行命令等 出張・旅費関係綴　Ｈ31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿　H26年 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿　H27年 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿　H28年 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿　H29年 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿　H30年 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿　H31年 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿　H26年 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿　H27年 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿　H28年 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 教務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿　H29年 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿　H30年 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿　H31年 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 超過勤務命令簿　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 超過勤務命令簿　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 超過勤務命令簿　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 超過勤務命令簿　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 超過勤務命令簿　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 超過勤務命令簿　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間報告書　H26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間報告書　H27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間報告書　H28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間報告書　H29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間報告書　H30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

労働時間 労働時間報告書　H31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

調査・統計 学外調査回答原義書　Ｈ19年度～23年度 附属小学校事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成16年度） 附属小学校事務室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成17年度） 附属小学校事務室 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成18年度） 附属小学校事務室 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成19年度） 附属小学校事務室 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成20年度） 附属小学校事務室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成21年度） 附属小学校事務室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成22年度） 附属小学校事務室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成23年度） 附属小学校事務室 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成24年度） 附属小学校事務室 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成25年度） 附属小学校事務室 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属学校関係通知（平成26年度） 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 附属小学校倉庫 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属小学校消防計画　Ｈ26年度 附属小学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属小学校消防計画　Ｈ27年度 附属小学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属小学校消防計画　Ｈ28年度 附属小学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属小学校消防計画　Ｈ29年度 附属小学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属小学校消防計画　Ｈ30年度 附属小学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属小学校事
務

その他附属小
学校事務

附属小学校消防計画　Ｈ31年度 附属小学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属小学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

学校給食 給食日誌　　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

学校給食 給食日誌　　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

学校給食 給食日誌　　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

学校給食 給食日誌　　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

学校給食 給食日誌　　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

学校給食 給食日誌　　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

教科用図書等 使用教科用図書　　 H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

教科用図書等 使用教科用図書　　 H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

教科用図書等 使用教科用図書　　 H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

教科用図書等 使用教科用図書　　 H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

教科用図書等 使用教科用図書　　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 学割　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 学割　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 在学証明書　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 卒業証明書　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 卒業証明書　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 卒業証明書　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 卒業証明書　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 通学証明書　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

証明書 通学証明書　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 図書所蔵一覧　H16年度～ 附属中学校事務室 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 切手受払簿　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属中学校事
務

物品管理 切手受払簿　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 切手受払簿　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 切手受払簿　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 切手受払簿　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 切手受払簿　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

物品管理 郵便物発送簿　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

文書処理 文書受付処理簿　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

保健 プールに関する点検・通知　Ｈ19年度～ 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

保健 日本スポーツ振興センター関係 H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

保健 日本スポーツ振興センター関係 H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

保健 日本スポーツ振興センター関係 H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

保健 日本スポーツ振興センター関係 H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

保健 日本スポーツ振興センター関係 H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属中学校事
務

保健 日本スポーツ振興センター関係 Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

旅行命令等 出張報告・旅行命令簿　Ｈ26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

旅行命令等 出張報告・旅行命令簿　Ｈ27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

旅行命令等 出張報告・旅行命令簿　Ｈ28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

旅行命令等 出張報告・旅行命令簿　Ｈ29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

旅行命令等 出張報告・旅行命令簿　Ｈ30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

旅行命令等 出張報告・旅行命令簿　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿　H26年 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿　H27年 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿　H28年 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿　H29年 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿　H30年 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 休暇簿（非常勤職員）　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿(教諭)　H26年 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿(教諭)　H27年 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿(教諭)　H28年 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿(教諭)　H29年 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿(教諭)　H30年 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿(教諭)　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤講師）　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 出勤簿（非常勤職員）　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 部活動指導届　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 部活動指導届　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間割振変更　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(教員)　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(教員)　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(教員)　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(教員)　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(教員)　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(教員)　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(事務)　H26年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(事務)　H27年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 電子媒体 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(事務)　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(事務)　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(事務)　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

労働時間 労働時間報告書(事務)　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

研究 エネルギー教育モデル校関係資料　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

研究 エネルギー教育モデル校関係資料　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

研究 研究開発学校関係資料　H28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

研究 研究開発学校関係資料　H29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

研究 研究開発学校関係資料　H30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

記念事業 創立記念行事に関するもの　H１６年度～ 附属中学校事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

就学援助事務書類　H２６年度 附属中学校事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

就学援助事務書類　H２７年度 附属中学校事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

就学援助事務書類　H２８年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

就学援助事務書類　H２９年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

就学援助事務書類　H３０年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

就学援助事務書類　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄
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附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

附属中学校消防計画　Ｈ30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

附属中学校消防計画　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

預かり金　Ｈ28年度 附属中学校事務室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

預かり金　Ｈ29年度 附属中学校事務室 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

預かり金　Ｈ30年度 附属中学校事務室 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校
附属中学校事
務

その他附属中
学校事務

預かり金　Ｈ31(R元)年度 附属中学校事務室 2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 紙 附属中学校事務室 附属学校課長 附属学校課附属学校チーム 廃棄

附属学校 附属幼稚園 会議 学校評議員会 平成29年度 附属幼稚園 2017年度 2018/4/1 3年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 会議 学校評議員会 平成30年度 附属幼稚園 2018年度 2019/4/1 3年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 会議 学校評議員会 令和元年度 附属幼稚園 2019年度 2020/4/1 3年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 会議 職員会議資料 平成29年度 附属幼稚園 2017年度 2018/4/1 3年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 会議 職員会議資料 平成30年度 附属幼稚園 2018年度 2019/4/1 3年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 会議 職員会議資料 令和元年度 附属幼稚園 2019年度 2020/4/1 3年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 教務 園日誌 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 教務 園日誌 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 教務 園日誌 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 教務 園日誌 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 教務 園日誌 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 確約書 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 確約書 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 確約書 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 確約書 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 確約書 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 確約書 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成21年度 附属幼稚園教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成22年度 附属幼稚園教員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成23年度 附属幼稚園教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成24年度 附属幼稚園教員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成25年度 附属幼稚園教員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/35 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 出願書類受付簿 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入園選考 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入園選考 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入園選考 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入園選考 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入園選考 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入園選考 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入学願書 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入学願書 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入学願書 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入学願書 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入学願書 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 入学試験等 入学願書 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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附属学校 附属幼稚園 保健 園児健康診断票 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 園児健康診断票 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 園児健康診断票 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 園児健康診断票 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 園児健康診断票 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 園児健康診断票 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 学校医執務記録 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 学校医執務記録 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 学校医執務記録 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 学校医執務記録 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 学校医執務記録 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 学校医執務記録 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 保健日誌 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 保健日誌 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 保健日誌 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 保健日誌 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 保健日誌 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 保健 保健日誌 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成16年度 附属幼稚園 2003年度 2004/4/1 20年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成17年度 附属幼稚園教員 2005年度 2006/4/1 20年 2026/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成18年度 附属幼稚園教員 2006年度 2007/4/1 20年 2027/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成19年度 附属幼稚園教員 2007年度 2008/4/1 20年 2028/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成20年度 附属幼稚園教員 2008年度 2009/4/1 20年 2029/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成21年度 附属幼稚園教員 2009年度 2010/4/1 20年 2030/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成22年度 附属幼稚園教員 2010年度 2011/4/1 20年 2031/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成23年度 附属幼稚園教員 2011年度 2012/4/1 20年 2032/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 平成24年度 附属幼稚園教員 2012年度 2013/4/1 20年 2033/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録）Ｈ11 附属幼稚園教員 1999年度 2000/4/1 20年 2020/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録）Ｈ12 附属幼稚園教員 2000年度 2001/4/1 20年 2021/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録）Ｈ13 附属幼稚園教員 2001年度 2002/4/1 20年 2022/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録）H14 附属幼稚園教員 2002年度 2003/4/1 20年 2023/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（学籍に関する記録）H15 附属幼稚園 2003年度 2004/4/1 20年 2024/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 平成25年度 附属幼稚園教員 2013年度 2014/4/1 20年 2034/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 平成26年度 附属幼稚園教員 2014年度 2015/4/1 20年 2035/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 平成27年度 附属幼稚園教員 2015年度 2016/4/1 20年 2036/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 平成28年度 附属幼稚園教員 2016年度 2017/4/1 20年 2037/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 平成29年度 附属幼稚園教員 2017年度 2018/4/1 20年 2038/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 平成30年度 附属幼稚園教員 2018年度 2019/4/1 20年 2039/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 指導要録（指導に関する記録） 令和元年度 附属幼稚園教員 2019年度 2020/4/1 20年 2040/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属幼稚園 学籍 卒業者台帳　平成16年度～ 附属幼稚園 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 プール日誌　H２６年度 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 プール日誌　H２７年度 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 プール日誌　H２８年度 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 プール日誌　H２９年度 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 プール日誌　H３０年度 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 プール日誌　Ｒ元年度 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 日本スポーツ振興センター平成26年度申請 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 日本スポーツ振興センター平成27年度申請 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 日本スポーツ振興センター平成28年度申請 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 日本スポーツ振興センター平成29年度申請 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 日本スポーツ振興センター平成30年度申請 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 日本スポーツ振興センター平成31年度申請 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成26年度学校医執務記録 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄
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附属学校 附属小学校 保健 平成26年度入学児童健康診断票 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成26年度病欠記録表 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成27年度学校医執務記録 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成27年度入学児童健康診断票 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成27年度病欠記録表 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成28年度学校医執務記録 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成28年度入学児童健康診断票 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成28年度病欠記録表 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成29年度学校医執務記録 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成29年度入学児童健康診断票 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成29年度病欠記録表 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成30年度学校医執務記録 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成30年度入学児童健康診断票 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成30年度病欠記録表 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成31年度学校医執務記録 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成31年度入学児童健康診断票 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 保健 平成31年度病欠記録表 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 保健室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成11年度 附属小学校教員 1999年度 2000/4/1 20年 2020/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成12年度 附属小学校教員 2000年度 2001/4/1 20年 2021/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成13年度） 附属小学校教員 2001年度 2002/4/1 20年 2022/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成16年度） 附属小学校教員 2004年度 2005/4/1 20年 2025/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成17年度） 附属小学校教員 2005年度 2006/4/1 20年 2026/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成18年度） 附属小学校教員 2006年度 2007/4/1 20年 2027/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成19年度） 附属小学校教員 2007年度 2008/4/1 20年 2028/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成20年度） 附属小学校教員 2008年度 2009/4/1 20年 2029/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成21年度） 附属小学校教員 2009年度 2010/4/1 20年 2030/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成22年度） 附属小学校教員 2010年度 2011/4/1 20年 2031/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成23年度） 附属小学校教員 2011年度 2012/4/1 20年 2032/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成24年度） 附属小学校教員 2012年度 2013/4/1 20年 2033/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成25年度） 附属小学校教員 2013年度 2014/4/1 20年 2034/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成26年度） 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成27年度） 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成28年度） 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成29年度） 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成30年度） 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成31年度） 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 卒業者台帳　昭和51年度～平成14年度 附属小学校教員 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 卒業者台帳　平成15年度～平成31年度 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄
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附属学校 附属小学校 学籍 入学者名簿　平成26年度 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 入学者名簿　平成27年度 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 入学者名簿　平成28年度 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 入学者名簿　平成29年度 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 入学者名簿　平成30年度 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 入学者名簿　平成31年度 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成16年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2004年度 2005/4/1 20年 2025/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成17年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2005年度 2006/4/1 20年 2026/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成18年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2006年度 2007/4/1 20年 2027/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成19年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2007年度 2008/4/1 20年 2028/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成20年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2008年度 2009/4/1 20年 2029/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成21年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2009年度 2010/4/1 20年 2030/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成22年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2010年度 2011/4/1 20年 2031/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成23年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2011年度 2012/4/1 20年 2032/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成24年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2012年度 2013/4/1 20年 2033/03/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成25年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2013年度 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成26年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成27年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成28年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成29年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成30年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学籍 平成31年度指導要録（指導に関する記録） 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 校長室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 新入生募集（平成26年度） 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 新入生募集（平成27年度） 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 新入生募集（平成28年度） 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 新入生募集（平成29年度） 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 新入生募集（平成30年度） 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 新入生募集（平成31年度） 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 転出入学関係（平成26年度） 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 転出入学関係（平成27年度） 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 転出入学関係（平成28年度） 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 転出入学関係（平成29年度） 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 転出入学関係（平成30年度） 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 転出入学関係（平成31年度） 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成26年度入学児童生育歴調書 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 在学中 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成26年度入学児童選考会議資料 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成26年度入学児童連絡進学資料 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成27年度入学児童生育歴調書 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 在学中 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄
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附属学校 附属小学校 入学試験等 平成27年度入学児童選考会議資料 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成27年度入学児童連絡進学資料 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成28年度入学児童生育歴調書 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成28年度入学児童選考会議資料 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成28年度入学児童連絡進学資料 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成29年度入学児童生育歴調書 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成29年度入学児童選考会議資料 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成29年度入学児童連絡進学資料 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成30年度入学児童生育歴調書 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成30年度入学児童選考会議資料 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成30年度入学児童連絡進学資料 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成31年度入学児童生育歴調書 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成31年度入学児童選考会議資料 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 入学試験等 平成31年度入学児童連絡進学資料 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 日誌類 平成26年度学校日誌 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 日誌類 平成27年度学校日誌 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 日誌類 平成28年度学校日誌 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 日誌類 平成29年度学校日誌 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 日誌類 平成30年度学校日誌 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 日誌類 平成31年度学校日誌 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務
平成26年度時間割表（出入り数・特別教室配当）・校
時表・学級担任等担当時数配当表・校務分掌（内容）
一覧表

附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成26年度成績一覧表 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成26年度入学児童名簿，写真，家庭環境調査票 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 在学中 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務
平成27年度時間割表（出入り数・特別教室配当）・校
時表・学級担任等担当時数配当表・校務分掌（内容）
一覧表

附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成27年度成績一覧表 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成27年度入学児童名簿，写真，家庭環境調査票 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 在学中 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務
平成28年度時間割表（出入り数・特別教室配当）・校
時表・学級担任等担当時数配当表・校務分掌（内容）
一覧表

附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成28年度成績一覧表 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成28年度入学児童名簿，写真，家庭環境調査票 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成28年度年間指導計画 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務
平成29年度時間割表（出入り数・特別教室配当）・校
時表・学級担任等担当時数配当表・校務分掌（内容）
一覧表

附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成29年度成績一覧表 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成29年度入学児童名簿，写真，家庭環境調査票 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成29年度年間指導計画 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務
平成30年度時間割表（出入り数・特別教室配当）・校
時表・学級担任等担当時数配当表・校務分掌（内容）
一覧表

附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄
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附属学校 附属小学校 教務 平成30年度成績一覧表 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成30年度入学児童名簿，写真，家庭環境調査票 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2024/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成30年度年間指導計画 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務
平成31年度時間割表（出入り数・特別教室配当）・校
時表・学級担任等担当時数配当表・校務分掌（内容）
一覧表

附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成31年度成績一覧表 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成31年度入学児童名簿，写真，家庭環境調査票 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2025/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 教務 平成31年度年間指導計画 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学校給食 学校給食における衛生管理点検票　H26年度 附属小学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学校給食 学校給食における衛生管理点検票　H27年度 附属小学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学校給食 学校給食における衛生管理点検票　H28年度 附属小学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学校給食 学校給食における衛生管理点検票　H29年度 附属小学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学校給食 学校給食における衛生管理点検票　H30年度 附属小学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属小学校 学校給食 学校給食における衛生管理点検票　H31年度 附属小学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 教務室 附属小学校長 附属小学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 学校評議員関係　H28年度 附属中学校教務室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 学校評議員関係　H29年度 附属中学校教務室 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 学校評議員関係　H30年度 附属中学校教務室 2018年度 2019/4/1 3年 2022 /03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 学校評議員関係　H31(R元)年度 附属中学校教務室 2019年度 2020/4/1 3年 2023 /03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 職員会議議事録　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 職員会議議事録　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 職員会議議事録　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 会議 職員会議議事録　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H16年度 附属中学校教務室 2003年度 2004/4/1 20年 2024/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H17年度 附属中学校教員 2005年度 2006/4/1 20年 2026/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H18年度 附属中学校教員 2006年度 2007/4/1 20年 2027/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H19年度 附属中学校教員 2007年度 2008/4/1 20年 2028/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H20年度 附属中学校教員 2008年度 2009/4/1 20年 2029/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H21年度 附属中学校教員 2009年度 2010/4/1 20年 2030/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H22年度 附属中学校教員 2010年度 2011/4/1 20年 2031/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H23年度 附属中学校教員 2011年度 2012/4/1 20年 2032/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H24年度 附属中学校教員 2012年度 2013/4/1 20年 2033/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H25年度 附属中学校教員 2013年度 2014/4/1 20年 2034/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 20年 2035/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 20年 2036/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 20年 2037/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 20年 2038/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 20年 2039/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録） H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 20年 2040/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄
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附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成11年度 附属中学校教員 1999年度 2000/4/1 20年 2020/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成12年度 附属中学校教員 2000年度 2001/4/1 20年 2021/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成13年度 附属中学校教員 2001年度 2002/4/1 20年 2022/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成14年度 附属中学校教員 2002年度 2003/4/1 20年 2023/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（学籍に関する記録）　平成15年度 附属中学校教員 2003年度 2004/4/1 20年 2024/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（指導に関する記録） H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（指導に関する記録） H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（指導に関する記録） H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（指導に関する記録） H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（指導に関する記録） H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 指導要録（指導に関する記録） H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 出席簿　H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 出席簿　H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 出席簿　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 出席簿　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 出席簿　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 出席簿　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 卒業者台帳　　昭和56年度～平成12年度 附属中学校教員 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 卒業者台帳　　昭和56年度～平成14年度 附属中学校教員 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 学籍 卒業者台帳　H１６年度～ 附属中学校教務室 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教育実習 教育実習運営諸資料　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教育実習 教育実習運営諸資料　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 家庭環境調査票　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 家庭環境調査票　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 家庭環境調査票　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 家庭環境調査票　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 学級通信　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 教科担任・学級担任一覧・校務分掌表　H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 教科担任・学級担任一覧・校務分掌表　H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 教科担任・学級担任一覧・校務分掌表　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 教科担任・学級担任一覧・校務分掌表　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 教科担任・学級担任一覧・校務分掌表　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 教科担任・学級担任一覧・校務分掌表　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 時間割　H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 時間割　H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 時間割　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 時間割　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 時間割　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄
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附属学校 附属中学校 教務 成績一覧表　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 成績一覧表　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 成績一覧表　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 成績一覧表　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 生徒名簿・写真　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 生徒名簿・写真　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 生徒名簿・写真　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 生徒名簿・写真　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 日課表　H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 日課表　H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 日課表　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 日課表　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 日課表　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 日課表　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 年間指導計画　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 年間指導計画　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 年間指導計画　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 教務 年間指導計画　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 進路指導 進路指導資料　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 進路指導 進路指導資料　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 進路指導 進路指導資料　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 生徒指導 生徒指導に関する文書　H28年度 附属中学校教務室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 生徒指導 生徒指導に関する文書　H29年度 附属中学校教務室 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 生徒指導 生徒指導に関する文書　H30年度 附属中学校教務室 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 生徒指導 生徒指導に関する文書　H31(R元)年度 附属中学校教務室 2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 共有サーバー 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 合否判定会議資料　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 電子媒体 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 合否判定会議資料　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 電子媒体 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 合否判定会議資料　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 電子媒体 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 合否判定会議資料　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 電子媒体 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学願書　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学願書　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学願書　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学願書　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学調査書　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学調査書　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学調査書　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入学調査書　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試関係綴　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄
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附属学校 附属中学校 入学試験等 入試関係綴　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試問題　H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 副校長室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試問題　H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試問題　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試問題　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試問題　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 入学試験等 入試問題　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校教務室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿　H26年度 附属中学校教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿　H27年度 附属中学校教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健
学校医・学校歯科医・学校薬剤師執務記録簿　H31(R
元)年度

附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 健康観察簿　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 健康観察簿　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 健康観察簿　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 健康観察簿　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 生徒健康診断票　H28年度 附属中学校教員 2016年度 2017/4/1 在学中 2020/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 生徒健康診断票　H29年度 附属中学校教員 2017年度 2018/4/1 在学中 2021/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 生徒健康診断票　H30年度 附属中学校教員 2018年度 2019/4/1 在学中 2022/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

附属学校 附属中学校 保健 生徒健康診断票　H31(R元)年度 附属中学校教員 2019年度 2020/4/1 在学中 2023/03/31 紙 附属中学校保健室 附属中学校長 附属中学校 廃棄

財務 財務 学外会議 関東甲信越地区国立大学法人等会計部課長会議　28
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学外会議 関東甲信越地区国立大学法人等会計部課長会議　29
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学外会議 関東甲信越地区国立大学法人等会計部課長会議　30
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学外会議
関東甲信越地区国立大学法人等会計部課長会議　令和
元年度

財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学外会議
関東甲信越地区国立大学法人等会計部課長会議（本学当
番会議）27

財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学外会議 県立看護大学との連携推進協議会　　２５ 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学外会議 大学認証評価　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 学内規則等制定 会計課総務・監査係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 学内規則等 要項等の制定　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係 　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 寄附金 寄附金受入関係21 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係22 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係23 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 寄附金受入関係30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学基金　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学基金　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学基金　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学基金　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学振興協力会 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学振興協力会収支簿　21 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学振興協力会収支簿　22 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 上越教育大学振興協力会収支簿　23 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 寄附金 大学認証評価　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿（非常勤職員）　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿（非常勤職員）　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 休暇簿（非常勤職員）　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 超過勤務等申告・命令簿　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 超過勤務等申告・命令簿　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 超過勤務等申告・命令簿　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 超過勤務等申告・命令簿　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 勤務時間 超過勤務等申告・命令簿　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 契約 一般競争公告・官報公告システムマニュアル① 会計課総務・給与係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 契約 一般競争公告・官報公告システムマニュアル② 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 契約 一般競争公告・官報公告システムマニュアル③ 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 決算 会計伝票（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 会計伝票（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 学生支援課預り金（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 教育支援課預り金（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 決算 計算証明関係（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 計算証明関係（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月次合計残高試算表（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 月末資産残高報告（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 研究連携室預り金（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算
財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認　令和元年
度

財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認20 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認21 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認22 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認23 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 財務諸表の提出・官報掲載剰余金の申請承認30
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 総勘定元帳（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 入試課預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 入試課預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属小学校預り金（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属中学校預り金（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 附属幼稚園預り金（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 平成16事業年度財務諸表（提出・承認・その他） 財務課財務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 平成17事業年度財務諸表（提出・承認・その他） 財務課財務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 平成18事業年度財務諸表（提出・承認・その他） 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 決算 平成19事業年度財務諸表（提出・承認・その他） 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H24年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H25年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H26年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H27年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H28年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H29年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 H30年度　国大協保険（次年度加入含む） 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 危機管理関係 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成21年度） 決算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成22年度） 決算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成23年度） 決算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成24年度） 決算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成25年度） 決算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成26年度） 決算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成27年度） 決算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成28年度） 決算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成29年度） 決算担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（平成30年度） 決算担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 期末決算関係（令和元年度） 決算担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 国大協保険　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書
中期目標･中期計画・年度計画自己点検・評価　令和元年
度

財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 その他の文書 役員会・経営協議会・教授会等の財務課提出資料　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 予算要求 財務課分予算要求　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 予算要求 財務課分予算要求　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 予算要求 財務課分予算要求　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 予算要求 財務課分予算要求　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 予算要求 財務課分予算要求　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務
24　国立教育系単科大学財務・会計部課長会議（承合事
項添付資料）

財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務
24　国立教育系単科大学財務・会計部課長会議（本学当
番会議）

財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計幹事監査　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計幹事監査　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計幹事監査　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　22 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　23 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 総務 会計監査人監査　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査・内部監査・監事監査　30
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 会計監査人監査・内部監査・監事監査　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　26（科学研究費補助金等） 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　26（補助金・受託事業等） 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　27（科学研究費補助金等） 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　27（補助金・受託事業等） 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　28（科学研究費補助金等） 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　28（補助金・受託事業等） 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　29（科学研究費補助金等） 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　29（補助金・受託事業等） 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　30（科学研究費補助金等）
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 外部資金のプロジェクト登録　30（補助金・受託事業等） 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務
外部資金のプロジェクト登録　令和元年度（科学研究費補
助金等）

財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務
外部資金のプロジェクト登録　令和元年度（補助金・受託事
業等）

財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 監事月次監査　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 監事月次監査　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 監事月次監査　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 監事月次監査　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 監事月次監査　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 随意契約に関する公表　平成19年 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務  No.2 会計課総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H14 会計課総務・監査係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H15 会計課総務・監査係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H16 財務課財務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H17-1 財務課財務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H17-2 財務課財務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H18-1 財務課財務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H18-2 財務課財務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H19-1 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H19-2 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 総務 総務　H20-1 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H20-2 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H21-1 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H21-2 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H21-3 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H22-1 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H22-2 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H23-1 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　H23-2 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務　No.1 会計課総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 総務 令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 大学改革委員会　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 知的財産本部会議　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 総務 年度計画・自己点検評価　16 財務課財務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 外部監査に関する調書（Ｈ21～22会計検査院特別調書） 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学外各種統計調査（回答）（財務監査）24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学外各種統計調査（回答）（財務監査）25 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学外各種統計調査（回答）（財務監査）29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査（回答）（財務監査）24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査（回答）（財務監査）25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査（回答）（財務監査）26① 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査（回答）（財務監査）26② 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査（回答）（財務監査）30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査①（回答）（財務監査）27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査①（回答）（財務監査）28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査①（回答）（財務監査）29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査②（回答）（財務監査）27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査②（回答）（財務監査）28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 学内各種統計調査②（回答）（財務監査）29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 環境物品等調達 会計課総務・監査係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 資金運用関係 財務課財務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 答申等（平成22年度） 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計
独立行政法人・国立大学法人等が保有する福利厚生施
設、研修施設等に関する調査について（提出）

財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　29
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　30
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 文部科学省調書　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 調査・統計 平成19年度財務省予算執行調査 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 会計関係省令等通知 会計課総務・給与係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 会計関係文部科学省通知・通達 会計課総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 学内規程等制定 会計課総務・監査係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 官報公告 財務課財務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 環境物品等調達 会計課総務・給与係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 消費税法取扱通達 会計課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 省令の制定等通知 会計課総務・給与係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 費用省令通知 会計課総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省所管会計経理事務取扱通則 等の制定 会計課総務・監査係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省所管会計経理事務取扱通則等の制定 会計課総務・給与係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　27
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2015年度 2016/4/1 30年 2046/4/1 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　28
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2016年度 2017/4/1 30年 2047/4/1 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　29
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2017年度 2018/4/1 30年 2048/4/1 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　30
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2018年度 2019/4/1 30年 2049/4/1 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 文部科学省通知　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/4/1 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等16 財務課財務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等17 財務課財務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等18 財務課財務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等19 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等20 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等21 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等22 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等23 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 通知・通達 本省通知等24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　29 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　30 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成14年度 会計課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 財務 任免 会計機関命免　平成15年度 会計課総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成16年度 財務課財務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成17年度 財務課財務チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成18年度 財務課財務チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成19年度 財務課財務チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成20年度 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成21年度 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成22年度 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成23年度 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成24年度 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成25年度 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成26年度 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成27年度 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成28年度 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成29年度 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　平成30年度 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 任免 会計機関命免　令和元年度
財務課財務チーム（財務
監査担当）

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 消費税 消費税導入に伴う事務取扱 会計課総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 記念行事 30ｔｈアニバーサリー基金 財務課財務チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 財務 記念行事 国立大学法人上教大設置記念行事 財務課財務チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成22年度 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成23年度 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成24年度 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成25年度 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成26年度 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成27年度 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成28年度 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成29年度 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成30年度 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：平成31年度 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 概算要求 概算要求：令和２年度 財務課財務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成23年度～平成24年度 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成23年度～平成24年度 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成25年度 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成26年度 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成27年度 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成28年度 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成29年度 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：平成30年度 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 学内会議 配分予算検討委員会：令和元年度 財務課財務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 調査・統計 調書　綴：平成28年度 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 調査・統計 調書　綴：平成29年度 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 調査・統計 調書　綴：平成30年度 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 予算 調査・統計 調書　綴：令和元年度 財務課財務チーム 2019年度 2019/4/1 3年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 契約 契約 2011年外国雑誌（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2012年外国雑誌（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2013年外国雑誌（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2014年外国雑誌（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2015年外国雑誌（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2016年外国雑誌（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2017年外国雑誌（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2018年外国雑誌（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 2019年外国雑誌（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 ＮＩＣＴ受託事業（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 会議費支出伺（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書１（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書２（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書３（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 学会登録(参加)支出申請書４（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 官公需契約関係（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 官公需契約関係（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 契約 契約関係１（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係１（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係２（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係３（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係４（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

138 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

財務 契約 契約 契約関係４（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係５（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係５（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係５（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係５（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係５（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係６（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係６（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係７（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係８（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 契約関係９（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 国内雑誌（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 資産関係（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 資産関係（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 受託研究等（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 政府調達（キャンパス情報システム）（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約
政府調達（情報処理システム）１（平成31年度・令和元年
度）

契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約
政府調達（情報処理システム）２（平成31年度・令和元年
度）

契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約
政府調達（情報処理システム）３（平成31年度・令和元年
度）

契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約
政府調達（認証キャンパスネットワークシステム）１（平成30
年度）

契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 契約
政府調達（認証キャンパスネットワークシステム）２（平成30
年度）

契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 総合複写サービス契約１（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 総合複写サービス契約２（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 電子ジャーナル（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係１（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係２（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 契約 年間契約関係３（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係３（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約関係４（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成21年度） 契約担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成22年度） 契約担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成23年度） 契約担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成24年度） 契約担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成25年度） 契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成26年度） 契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成27年度） 契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成28年度） 契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成29年度） 契約担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 年間契約検収簿（清掃）（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 文部科学省調書等（平成30年度） 契約担当 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 契約 文部科学省調書等（平成31年度・令和元年度） 契約担当 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 覚書 光ファバーケーブルの利用に関する覚書 会計課用度係 1997年度 1998/4/1
利用期
間終了
後1年間

紙 課事務室 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品管理簿（甲） 会計課用度係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿（甲） 会計課用度係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（音楽） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（家庭） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（外国語） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（技術） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（教育基礎） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（教育経営） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（教育方法） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（国語） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（社会） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（障害児教育） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（数学） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（生徒指導） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（体育1） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（体育2） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（美術） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（幼児教育） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（理科　Ａ～） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品供用簿【甲】（理科　い～） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（音楽1） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（音楽2） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（音楽3） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（音楽4） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（音楽5） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（音楽6） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　Ｒ・S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　イ・Ａ－Ｐ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　い－ほ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　う－お） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　ち－ぬ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　る） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（家庭　を－む） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（外国語　アルファベット） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（外国語　かな） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　Ａ－Ｄ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　Ｌ・Ｍ・Ｎ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　Ｑ－2） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　Ｒ・S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　い・ろ・は・ち・り） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　な－ラ・イ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（技術　ぬ－そ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育基礎　Ｂ－S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育基礎　い－を） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育基礎　わ－お） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育経営　Ｂ－S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育経営　い－を） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育経営　わ－お） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育方法　Ｂ－S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育方法　い－を） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（教育方法　わ－お） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（甲） 会計課用度係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（国語　アルファベット） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（国語　かな） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（社会　Ａ－Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（社会　S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（社会　い－ぬ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（社会　る　） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（社会　を－お・イ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（障害児教育　Ａ－Ｐ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（障害児教育　Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（障害児教育　Ｒ－S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（障害児教育　い－り） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（障害児教育　ぬ－る　） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（障害児教育　を－お・イ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（数学　Ａ～） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（数学　い～） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（生徒指導　Ｂ－S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（生徒指導　い－を） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（生徒指導　わ－お） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育1） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育10） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育2） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育3） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育4） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育5） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育6） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育7） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育8） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（体育9） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術1） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術10） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術2） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄
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財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術3） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術4） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術5） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術6） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術7） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術8） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（美術9） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（幼児教育　Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（幼児教育　S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（幼児教育　い－る） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（幼児教育　を－お・Ｂ－Ｎ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　Ａ－Ｋ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　Ｌ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　Ｍ・Ｎ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　Ｏ－Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　Ｑ） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　Ｒ・S） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科 い） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　う－ア） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　ち・り） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　ぬ・る） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科 ろ－と） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿（理科　を－む） 庶務課総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（家庭） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（外国語） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（技術） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（教育基礎） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（教育経営） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（教育方法） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（国語） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（社会） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（障害児教育） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（数学） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（生徒指導） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（幼児教育） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品使用簿A4版（理科） 庶務課総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 契約 物品管理 物品出納簿（甲） 会計課用度係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成22年度） 財務課経理・契約チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成23年度） 財務課経理・契約チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成24年度） 財務課経理・契約チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成25年度） 財務課経理・契約チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成26年度） 財務課経理・契約チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成27年度） 財務課経理・契約チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成28年度） 財務課経理・契約チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成29年度） 財務課経理・契約チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成30年度） 財務課経理・契約チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 経費精算一覧表（平成31年・令和元年度） 財務課経理・契約チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成10年度） 会計課出納係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成11年度） 会計課出納係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成12年度） 会計課出納係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成6年度） 会計課出納係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成7年度） 会計課出納係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成8年度） 会計課出納係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 現金出納簿・前渡資金（平成9年度） 会計課出納係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成22年度） 財務課経理・契約チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成23年度） 財務課経理・契約チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成24年度） 財務課経理・契約チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成25年度） 財務課経理・契約チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成26年度） 財務課経理・契約チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成27年度） 財務課経理・契約チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成28年度） 財務課経理・契約チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成29年度） 財務課経理・契約チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成30年度） 財務課経理・契約チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 債務計上票（平成31年度・令和元年度） 財務課経理・契約チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成10年度） 会計課出納係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成11年度） 会計課出納係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成12年度） 会計課出納係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成2年度） 会計課出納係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成3年度） 会計課出納係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成4年度） 会計課出納係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 支出 支出簿（平成5年度） 会計課出納係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成6年度） 会計課出納係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成7年度） 会計課出納係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成8年度） 会計課出納係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成9年度） 会計課出納係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支出簿（平成元年度） 会計課出納係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 支払い振替伝票等（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 支出 未払伝票（平成21年度） 財務課経理・契約チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 文書庫 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成10年度） 会計課出納係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成11年度） 会計課出納係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成12年度） 会計課出納係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

146 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成2年度） 会計課出納係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成3年度） 会計課出納係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成4年度） 会計課出納係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成5年度） 会計課出納係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成6年度） 会計課出納係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成7年度） 会計課出納係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成8年度） 会計課出納係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成9年度） 会計課出納係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 委任経理金現金出納簿（平成元年度） 会計課出納係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成10年度） 会計課出納係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成11年度） 会計課出納係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成12年度） 会計課出納係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成2年度） 会計課出納係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成3年度） 会計課出納係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成4年度） 会計課出納係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成5年度） 会計課出納係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成6年度） 会計課出納係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成7年度） 会計課出納係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成8年度） 会計課出納係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 現金出納簿（平成9年度） 会計課出納係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 収入 現金出納簿（平成元年度） 会計課出納係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 雑入 会計課出納係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 雑入（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 雑入（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 雑入（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成10年度） 会計課出納係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成11年度） 会計課出納係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成12年度） 会計課出納係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成2年度） 会計課出納係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成3年度） 会計課出納係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成4年度） 会計課出納係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成5年度） 会計課出納係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成6年度） 会計課出納係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成7年度） 会計課出納係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成8年度） 会計課出納係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成9年度） 会計課出納係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 徴収簿（平成元年度） 会計課出納係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 収入 入金伝票（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 収入 入金伝票（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入・支出予定額調（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 収入予算見込額調（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 その他の文書 預金残高報告書（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 （平成13年度）歳出戻入返納金 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 （平成14年度）歳出戻入返納金 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 （平成15年度）歳出戻入返納金 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 科学研究費助成事業債権計上票（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 学校財産貸付料債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 学校財産貸付料債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 学校財産貸付料債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 刊行物売払代債権発生通知 会計課出納係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 刊行物売払代債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 刊行物売払代債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 刊行物売払代債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料・入学料債権管理簿（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料・入学料債権管理簿（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料・入学料債権管理簿（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権管理簿（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 寄宿料債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 公務員宿舎使用料債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 公務員宿舎使用料債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 公務員宿舎使用料債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 債権管理 債権計上票（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 債権計上票（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料・入学料債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料・入学料債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料・入学料債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料債権管理簿（研究生・科目等履修生）（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料債権管理簿（研究生・科目等履修生）（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料債権管理簿（研究生・科目等履修生）（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料債権管理簿（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料債権管理簿（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料債権管理簿（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 授業料入学料債権管理簿（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 損害賠償金債権管理簿（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 財務課文書庫 財務課長 財務課経理・契約チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 損害賠償金債権発生通知 会計課出納係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 損害賠償金債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 損害賠償金債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 損害賠償金債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理
調査決定資料（寄宿料・授業料（幼稚園・研究生・科目等履
修生））（平成14年度）

会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理
調査決定資料（寄宿料・授業料（幼稚園・研究生・科目等履
修生））（平成15年度）

会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理
調査決定資料（寄宿料・授業料（幼稚園・研究生・科目履修
生））（平成13年度）

会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 債権管理
日本体育・学校健康センター保護者負担金債権発生通知
（平成13年度）

会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理
日本体育・学校健康センター保護者負担金債権発生通知
（平成14年度）

会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理
日本体育・学校健康センター保護者負担金債権発生通知
（平成15年度）

会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 不用物品売払代債権発生通知 会計課出納係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 返納金債権発生通知（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 返納金債権発生通知（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 返納金債権発生通知（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成16年度） 財務課出納担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成17年度） 財務課出納担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成18年度） 財務課出納担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成19年度） 財務課出納担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成20年度） 財務課出納担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成21年度） 財務課出納担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成22年度） 財務課出納担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成23年度） 財務課出納担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成24年度） 財務課出納担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成25年度） 財務課出納担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成26年度） 財務課出納担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成27年度） 財務課出納担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成28年度） 財務課出納担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成29年度） 財務課出納担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成30年度） 財務課出納担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 債権管理 預り金（平成31年・令和元年度） 財務課出納担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄
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財務 出納 調査・統計 原議書（平成21年度） 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成22年度） 財務課財務チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成23年度） 財務課財務チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成24年度） 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成25年度） 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成26年度） 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成27年度） 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成28年度） 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成29年度） 財務課財務チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成30年度） 財務課財務チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 調査・統計 原議書（平成31年・令和元年度） 財務課財務チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 委任経理金 用途指定寄附金受入（平成13年度） 会計課出納係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 委任経理金 用途指定寄附金受入（平成14年度） 会計課経理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 出納 委任経理金 用途指定寄附金受入（平成15年度） 会計課経理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 監査 実地監査 会計検査院実地検査　21 財務課財務チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 監査 実地監査 会計検査院実地検査　26 財務課財務チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 監査 通知・通達 会計検査院調書　27 財務課財務チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 監査 通知・通達 会計検査院調書　28 財務課財務チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 監査 通知・通達 会計検査院通知　24 財務課財務チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

財務 監査 通知・通達 会計検査院通知　25 財務課財務チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 財務課長 財務課財務チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（一時使用）（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 固定資産使用許可（年間）(平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 講堂使用許可（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 講堂使用許可（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 講堂使用許可申請書関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産使用 講堂使用許可申請書関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
CICサテライトオフィス604，リエゾンコーナー申込
（平成30年度）

施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
CICサテライトオフィス604，リエゾンコーナー申込
（令和元年度）

施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 CIC連絡会（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 CIC連絡会（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 CIC連絡会（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 CIC連絡会（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 固定資産管理 固定資産管理 CIC連絡会（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 鍵台帳　No.１　No.2 会計課管財係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 鍵台帳№３　人文棟
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 鍵台帳№４　自然棟
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 鍵台帳№５　音美体、スポ研、プール附属棟
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
鍵台帳№６　講義棟、第２講義棟、実験棟、附属図書
館

施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
鍵台帳№７　大学会館、課外活動共用施設、本部事務
局、設備機械棟、車庫、講堂

施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
鍵台帳№８　特別支援教育実践研究センター、心理教
育相談室

施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
鍵台帳№９　臨床研究棟、教職大学院棟　No.１０附属
幼稚園・附属小学校・附属中学校・学校教育実践研究
センター・赤倉野外活動施設

施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産残高報告書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産使用許可（一時使用）（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2031/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産使用許可（年間使用）（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2031/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産税関係（平成17～28年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産税関係（平成17～28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産税関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録関係①②（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 固定資産登録関係①②（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成16～28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成25年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成26年度） 施設課施設チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 講堂使用許可申請書関係（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成10年度） 会計課管財係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成11年度） 会計課管財係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成12年度） 会計課管財係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成13年度） 会計課管財係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成14年度） 会計課管財係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成15年度） 会計課管財係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成2年度） 会計課管財係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成3年度） 会計課管財係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成4年度） 会計課管財係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成5年度） 会計課管財係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成6年度） 会計課管財係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成7年度） 会計課管財係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成8年度） 会計課管財係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成9年度） 会計課管財係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有財産台帳登載（平成元年度） 会計課管財係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 国有資産所在市町村交付金綴 会計課管財係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
重要財産の譲渡関係（土地の売払）（平成27・28年
度）

施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 重要財産の譲渡関係（土地の売払）（平成27・28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 固定資産管理 固定資産管理 重要財産譲渡（平成16～21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理 登記簿謄本 会計課管財係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
東京サテライトオフィスキャンパスイノベーションセ
ンター（平成26年度）

施設課施設チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
東京サテライトオフィスキャンパスイノベーションセ
ンター（平成27年度）

施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
東京サテライトオフィスキャンパスイノベーションセ
ンター（平成28年度）

施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
東京サテライトオフィスキャンパスイノベーションセ
ンター（平成29年度）

施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
東京サテライトオフィスキャンパスイノベーションセ
ンター（平成30年度）

施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産管理
東京サテライトオフィスキャンパスイノベーションセ
ンター（令和元年度）

施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成16～28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成16～28年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成25年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成26年度） 施設課施設チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 車庫証明（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2031/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 職員宿舎 宿舎関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 機械警備業務報告書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 機械警備業務報告書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 機械警備業務報告書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 機械警備業務報告書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備時間の変更（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（附属学校巡回警備）（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（附属学校巡回警備）（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（附属学校巡回警備）（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（附属学校巡回警備）（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 警備日誌（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 鍵貸出簿（平成27・28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 鍵貸出簿（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 鍵貸出簿（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

163 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

施設 固定資産管理 防火管理等 防災（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災関係（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防火管理等 防災関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産 工事竣功建物等引継書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産 工事竣功建物等引継書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産 工事竣功建物等引継書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 固定資産 工事竣功建物等引継書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理
その他固定資
産

固定資産税関係（平成16年度～平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防災管理等 機械警備業務報告書（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防災管理等 警備時間の変更（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防災管理等 警備日誌（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防災管理等 警備日誌（附属学校巡回警備）（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 固定資産管理 防災管理等 防災関係（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2031/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 構内クリーンデー（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 構内クリーンデー（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 構内クリーンデー（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 構内クリーンデー（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 施設安全・環境委員会（平成26年度） 施設課施設チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 施設安全・環境委員会（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 学内会議 施設安全・環境委員会（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 施設安全・環境委員会（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 施設安全・環境委員会（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内会議 施設安全・環境委員会（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 監査 監査（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 監査 監査（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 監査 監査（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 監査 監査（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約
一般競争入札における競争参加確認通知書（平成26年
度）

施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 閲覧者名簿（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 閲覧者名簿（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 閲覧者名簿（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 閲覧者名簿（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 契約審査委員会（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 契約審査委員会（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 契約審査委員会（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 契約審査委員会（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 契約審査委員会（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 契約 契約審査委員会（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 警備関係（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 警備関係（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 警備関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 警備関係（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 警備関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 警備業務（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 建物，工作物修繕等依頼書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 建物，工作物修繕等依頼書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 建物，工作物修繕等依頼書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 建物，工作物修繕等依頼書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 建物，工作物修繕等依頼書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 建物，工作物修繕等依頼書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 見積結果（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 見積結果（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 見積結果（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 見積結果（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 見積結果（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約
工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容に関
する情報（平成26年度）

施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約
工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容に関
する情報（平成30年度）

施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約
工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容に関
する情報（令和元年度）

施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約
工事に係る入札・契約結果等の公表について（平成30年
度）

施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約
工事に係る入札・契約結果等の公表について（令和元年
度）

施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 契約 工事成績評定（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 工事成績評定（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 工事成績評定（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 工事成績評定（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 工事成績評定（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 工事成績評定（令和元年度） 施設課施設チーム 2018年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 除雪業務（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 除雪業務（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 除雪業務（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 除雪業務（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（工事）（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（工事）（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（工事）（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（工事）（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（工事）（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（工事）（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（保全）（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（保全）（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（保全）（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（保全）（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（保全）（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 契約 調達伺（保全）（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 工事計画 施設整備・執行計画（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 構内交通規制（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 構内交通規制（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 構内交通規制（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 構内交通規制（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 車両入構許可申請書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 車両入構許可申請書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 車両入構許可申請書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 構内交通 車両入構許可申請書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 広報 ホームページ更新（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 広報 ホームページ更新（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 広報 ホームページ更新（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 広報 ホームページ更新（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 固定資産使用 施設有効活用（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 固定資産使用 施設有効活用（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 固定資産使用 施設有効活用（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 固定資産使用 施設有効活用（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 施設維持管理 車両入構許可申請書（返却済）（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 施設維持管理 車両入構許可申請書（返却済）（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 人事・資格 文教施設応急危険度判定士関係（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 人事・資格 文教施設応急危険度判定士関係（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 人事・資格 文教施設応急危険度判定士関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 人事・資格 文教施設応急危険度判定士関係（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 人事・資格 文教施設応急危険度判定士関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 人事・資格 文教施設応急危険度判定士関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 各課・室からの依頼（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 各課通知（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学外からの依頼・照会（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学外からの依頼・照会（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学外からの依頼・照会（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学外照会・通知（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学外通知・照会（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学外通知・照会（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学内照会・通知（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学内通知・依頼（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学内通知・依頼（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学内通知・依頼（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学内通知・照会（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 学内通知・照会（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 検査結果書（浄化槽法第11条）（平成8～21年度） 施設課企画係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 公害（大気・水質）（平成9～21年度） 施設課企画係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 通知・通達 指針・仕様書・単価表・技術資料等（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 指針・仕様書・単価表・技術資料等（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 指針・仕様書・単価表・技術資料等（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 指針・仕様書・単価表・技術資料等（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 指針・仕様書・単価表・技術資料等（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 施設課からの学内通知文書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 施設課からの学内通知文書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省調書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省調書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省調書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省調書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省調書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省調書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省通知（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省通知（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省通知（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省通知（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省通知（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 通知・通達 文部科学省通知（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求
国立学校施設整備事業実施計画案調書・執行事前協議
書関係（平成7～9年度）

施設課企画係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 支出予算要求・要望額調（平成29年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 施設等に関する改善・改修等要望書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 防火施設整備関係綴（平成8年度） 施設課企画係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 予算要求 防火施設整備関係綴（平成9～15年度） 施設課企画係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 学内予算（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設概算要求書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／財務・経営センター（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／大学改革支援・学位授与機構（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／大学改革支援・学位授与機構（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／大学改革支援・学位授与機構（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 概算要求 施設整備費／大学改革支援・学位授与機構（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学外会議 会議・研修・説明会関係（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学外会議 会議・研修・説明会関係（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学外会議 会議・研修・説明会関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 学外会議 会議・研修・説明会関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学外会議 会議・研修・説明会関係（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学外会議 会議・研修・説明会 等関係（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 休暇簿（平成26年）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 休暇簿（平成27年） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 休暇簿（平成28年） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 休暇簿（平成29年） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 休暇簿（平成30年） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 休暇簿（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成26
年度）

施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成27
年度）

施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 出勤簿（平成26年）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 出勤簿（平成27年） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 出勤簿（平成28年） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 出勤簿（平成29年） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 出勤簿（平成30年） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 出勤簿（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 労働時間報告書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 労働時間報告書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 労働時間報告書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 労働時間報告書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 労働時間報告書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 労働時間 労働時間報告書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 資格審査 有資格業者の指名停止（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成10年度） 施設課企画係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成11年度） 施設課企画係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成12年度） 施設課企画係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成13年度） 施設課企画係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成14年度） 施設課企画係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成8年度） 施設課企画係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査（平成9年度） 施設課企画係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態調査面積表（平成3～7年度） 施設課企画係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（2019年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 調査・統計 施設実態報告（平成31年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 旅行命令等 旅行命令書及び出張報告書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設企画 旅行命令等 旅行命令書及び出張報告書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 旅行命令等 旅行命令書及び出張報告書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 旅行命令等 旅行命令書及び出張報告書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 旅行命令等 旅行命令書及び出張報告書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 旅行命令等 旅行命令書及び出張報告書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 健全度調査 耐震診断（平成9～21年度） 施設課企画係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 長期計画 施設長期計画書（平成2～6年度） 施設課企画係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 長期計画 施設長期計画書（平成7年度～21年度） 施設課企画係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 官庁届出書類 評価関係（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 官庁届出書類 評価関係（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 官庁届出書類 評価関係（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 各種報告 吹付石綿処理等（平成7～16年度） 施設課企画係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設企画 学内規則等 規程制定関係（平成6～15年度） 施設課企画係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 建築基準法第12条定期報告（平成21～年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 建築基準法第12条定期報告（平成22～年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 建築基準法第12条定期報告（平成23～年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 定期検査報告書(建築基準法12条関連) (平成30年度) 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 定期検査報告書(建築基準法12条関連) (令和元年度) 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告
定期検査報告書（建築基準法１２条関連）（平成25年度以
降）

施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告
定期検査報告書（建築基準法１２条関連）（平成25年度以
降）

施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 定期検査報告書（建築基準法１２条関連）（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 定期検査報告書（建築基準法１２条関連）（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 各種報告 定期検査報告書（建築基準法１２条関連）（平成2８年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 各種報告 定期検査報告書（建築基準法１２条関連）（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成10年度） 施設課施設係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成11年度） 施設課施設係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成12年度） 施設課施設係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成13年度） 施設課施設係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成14年度） 施設課施設係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成15年度） 施設課施設係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成2年度） 施設課施設係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成3年度） 施設課施設係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成4年度） 施設課施設係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成5年度） 施設課施設係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成6年度） 施設課施設係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成7年度） 施設課施設係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成8年度） 施設課施設係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成9年度） 施設課施設係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 計画通知書（平成元年度） 施設課施設係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成10年度） 施設課施設係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成11年度） 施設課施設係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成12年度） 施設課施設係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成13年度） 施設課施設係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成14年度） 施設課施設係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成15年度） 施設課施設係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成2年度） 施設課施設係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成3年度） 施設課施設係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成4年度） 施設課施設係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成5年度） 施設課施設係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成6年度） 施設課施設係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成7年度） 施設課施設係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成8年度） 施設課施設係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成9年度） 施設課施設係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 官庁届出書類 建築工事届（平成元年度） 施設課施設係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成10年度） 施設課施設係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成11年度） 施設課施設係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成12年度） 施設課施設係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成13年度） 施設課施設係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成14年度） 施設課施設係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成15年度） 施設課施設係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成2年度） 施設課施設係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成3年度） 施設課施設係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成4年度） 施設課施設係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成5年度） 施設課施設係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成6年度） 施設課施設係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成7年度） 施設課施設係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成8年度） 施設課施設係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成9年度） 施設課施設係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設
工事関係報告
書

地質・地盤調査報告書（平成元年度） 施設課施設係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 工事現場 建築工事現場書類（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 工事現場 建築工事現場書類（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 工事現場 建築工事現場書類（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 工事現場 建築工事現場書類（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 工事現場 建築工事現場書類（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 工事現場 建築工事現場書類（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2026/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事積算根拠（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事積算根拠（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事積算根拠（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事積算根拠（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事積算根拠（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 積算根拠 建築工事積算根拠（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2026/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成10年度） 施設課施設係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成11年度） 施設課施設係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成12年度） 施設課施設係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成13年度） 施設課施設係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成14年度） 施設課施設係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成15年度） 施設課施設係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成2年度） 施設課施設係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成3年度） 施設課施設係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成4年度） 施設課施設係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成5年度） 施設課施設係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成6年度） 施設課施設係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成7年度） 施設課施設係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成8年度） 施設課施設係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成9年度） 施設課施設係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（平成元年度） 施設課施設係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 積算根拠 建築工事設計計算書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成10年度） 施設課施設係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成11年度） 施設課施設係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成12年度） 施設課施設係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成13年度） 施設課施設係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成14年度） 施設課施設係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成15年度） 施設課施設係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成25年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成2年度） 施設課施設係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成3年度） 施設課施設係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成4年度） 施設課施設係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成5年度） 施設課施設係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成6年度） 施設課施設係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成7年度） 施設課施設係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成8年度） 施設課施設係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成9年度） 施設課施設係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（平成元年度） 施設課施設係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事完成図書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成10年度） 施設課施設係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成11年度） 施設課施設係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成12年度） 施設課施設係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成13年度） 施設課施設係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成14年度） 施設課施設係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成15年度） 施設課施設係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成26年度）
施設マネジメント課
施設チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文書庫（３） 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成2年度） 施設課施設係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成3年度） 施設課施設係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成4年度） 施設課施設係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成5年度） 施設課施設係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成6年度） 施設課施設係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成7年度） 施設課施設係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成8年度） 施設課施設係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成9年度） 施設課施設係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（平成元年度） 施設課施設係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 施設 設計図書 建築工事設計図書（令和元年度） 施設課施設チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成10年度） 施設課設備係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成11年度） 施設課設備係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成12年度） 施設課設備係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成13年度） 施設課設備係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成14年度） 施設課設備係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成15年度） 施設課設備係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成25年度） 施設課施設チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成26年度） 施設課施設チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成2年度） 施設課設備係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成3年度） 施設課設備係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成4年度） 施設課設備係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成5年度） 施設課設備係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成6年度） 施設課設備係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成7年度） 施設課設備係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成8年度） 施設課設備係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成9年度） 施設課設備係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 積算根拠 設備工事設計計算書（平成元年度） 施設課設備係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成10年度） 施設課設備係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成11年度） 施設課設備係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成12年度） 施設課設備係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成13年度） 施設課設備係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成14年度） 施設課設備係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成15年度） 施設課設備係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成2年度） 施設課設備係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成3年度） 施設課設備係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成4年度） 施設課設備係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成5年度） 施設課設備係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成6年度） 施設課設備係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成7年度） 施設課設備係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成8年度） 施設課設備係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成9年度） 施設課設備係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 工事完成図書（平成元年度） 施設課設備係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成10年度） 施設課設備係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成11年度） 施設課設備係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成12年度） 施設課設備係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成13年度） 施設課設備係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成14年度） 施設課設備係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成15年度） 施設課設備係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成16年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成17年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成18年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成19年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成20年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成22年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成23年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄
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施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成24年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成25年度） 施設課施設チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成26年度） 施設課施設チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成27年度） 施設課施設チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成28年度） 施設課施設チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成29年度） 施設課施設チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成2年度） 施設課設備係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成3年度） 施設課設備係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成4年度） 施設課設備係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成5年度） 施設課設備係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成6年度） 施設課設備係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成7年度） 施設課設備係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成8年度） 施設課設備係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成9年度） 施設課設備係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 設計図書 設備工事設計図書（平成元年度） 施設課設備係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 プール プール開設許可申請書（平成19～21年度）
施設マネジメント課施
設チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

施設 設備 プール プール開設許可申請書等（平成20～30年度） 施設課施設チーム 2018年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 施設課長 施設課施設チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続 入学手続（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続 入学手続（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続 入学手続（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続 入学手続（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続 入学手続（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務情報 入学手続 入学手続（平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２６年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（学部）

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２６年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（大学院）

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２７年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（学部）

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２７年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（大学院）

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２８年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（学部）

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２８年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（大学院）

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２９年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（学部）

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成２９年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（大学院）

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成３０年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（学部）

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成３０年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書
（大学院）

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続 平成31年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書（学部） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 入学手続
平成31年度誓約書・卒業証明書等・入学料払込書（大学
院）

教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成10年度入学者 教務課大学院教育担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成11年度入学者 教務課大学院教育担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成12年度入学者 教務課大学院教育担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成13年度入学者 教務課大学院教育担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成14年度入学者 教務課大学院教育担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成15年度入学者（学校教育学部） 教務課大学院教育担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成15年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教務課大学院教育担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成16年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成16年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成17年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成17年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成18年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成18年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成19年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成19年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成20年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成20年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成21年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成21年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成22年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成22年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成23年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成23年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成24年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成24年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成25年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成25年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成26年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成26年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成27年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成27年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成28年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成28年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成29年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成29年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成30年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成30年度入学者（大学院学校教育研
究科）

教育支援チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード　平成31年度入学者（学校教育学部） 教育支援チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍
入学者カード　平成31年度入学者（大学院学校教育研究
科）

教育支援チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成10年度） 教務課学部教育担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成11年度） 教務課学部教育担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成12年度） 教務課学部教育担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成13年度） 教務課学部教育担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成14年度） 教務課学部教育担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成15年度） 教務課学部教育担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成16年度） 教務支援チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成17年度） 教務支援チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成18年度） 教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成19年度） 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成20年度） 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成23年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成2年度） 教務課学部教育担当 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 教育支援課書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成3年度） 教務課学部教育担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 教育支援課書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成4年度） 教務課学部教育担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 教育支援課書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成5年度） 教務課学部教育担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成6年度） 教務課学部教育担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成7年度） 教務課学部教育担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成8年度） 教務課学部教育担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 学籍 入学者カード（平成9年度） 教務課学部教育担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士資格運営部会（平成17年度～） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士申請・届出（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士申請・届出（平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士養成施設関係（平成15年度～） 教務課教務企画担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士養成施設実地調査資料 教務課教務企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士養成施設申請書（副本） 教務企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士養成施設申請書原義書 教務企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士養成施設設置計画書（副本） 教務企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 指定保育士養成施設設置計画書原義書 教務企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成16年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2003年度 2004/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成1７年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2005年度 2006/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成1８年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成1９年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成２０年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成２１年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成２１年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成２２年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務情報 保育士 平成２２年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成23年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成23年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成24年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成24年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成25年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成25年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成26年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成26年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成27年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成27年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成28年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成28年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成29年度指定保育士申請・届出 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 平成29年度保育士資格運営部会 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 保育士関係通知（平成15～） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 保育士資格運営部会（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 保育士 保育士資格運営部会（平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 授業 電子シラバス（平成10年度） 教務課学部教育担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 授業 電子シラバス（平成11年度） 教務課学部教育担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 授業 電子シラバス（平成12年度） 教務課学部教育担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 授業 電子シラバス（平成13年度） 教務課学部教育担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 授業 電子シラバス（平成14年度） 教務課学部教育担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 CDROM 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務情報 その他 シラバスの点検結果報告書（H26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 シラバスの点検結果報告書（H27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 シラバスの点検結果報告書（H28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 シラバスの点検結果報告書（H29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 シラバスの点検結果報告書（H30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 シラバスの点検結果報告書（令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 学務情報システム仕様策定委員会 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 学務情報システム仕様策定委員会 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績通知書（H26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績通知書（H27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績通知書（H28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績通知書（H29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績通知書（H30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績通知書（令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績報告（H26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績報告（H27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績報告（H28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績報告（H29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績報告（H30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務情報 その他 成績報告（令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議
「２１世紀型能力」における「思考力等」検討専門部
会（平成27年度）

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議
「教科内容構成に関する科目」構築のための専門部会
（平成26～30年度）

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成23年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 FD委員会（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議 （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議 （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議 （平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議WG （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議WG （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議WG （平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 カリキュラム企画運営会議ＷＧ（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 学内会議
カリキュラム企画運営会議第１ＷＧ・第２ＷＧ（平成
27年度）

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議
ファカルティ・ディベロップメント専門部会（平成21
年度）

教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議
教育課程の編成及び学位授与の方針等改定検討ＷＧ
（平成28年度）

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議
教育課程の編成及び学位授与の方針等検討ＷＧ（平成
29年度）

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教員養成カリキュラム委員会 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成23年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会原議書等（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学内会議 教務委員会資料（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 物品管理 実技教育支援経費（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 特別科目等経費（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 特別科目等経費（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 特別科目等経費（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 特別科目等経費（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 特別科目等経費（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 物品管理 特別科目等経費（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 学内予算関係（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 学内予算関係（平成23年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 学内予算関係（平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 学内予算関係（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 学内予算関係（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 学内予算関係（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 予算関係（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 予算関係（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 予算関係（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 予算要求 予算関係（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 会議（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 学外諸会議（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 学外諸会議（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 学外諸会議（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 学外諸会議（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 学外諸会議（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄
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教務 教務推進 学外会議
平成21年度関東甲信越地区学生関係副学長・部課長会
議

教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 学外会議 平成29年度国立大学学生関係会議 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 調査・統計 調査･統計（他課・室からの依頼）（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 調査・統計 調査･統計（他課・室からの依頼）（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 調査・統計 調査･統計（他課・室からの依頼）（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 調査・統計 調査･統計（他課・室からの依頼）（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 調査・統計 調査・統計（他課・室からの依頼）（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 調査・統計 調査・統計（他課・室からの依頼）（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 FD委員会（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 Ｔ・Ａ及びＴ・Ｓ出勤簿（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 Ｔ・Ａ及びＴ・Ｓ出勤簿（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 Ｔ・Ａ及びＴ・Ｓ出勤簿（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 Ｔ・Ａ及びＴ・Ｓ出勤簿（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 休暇簿（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 休暇簿（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 休暇簿（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 休暇簿（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 休暇簿（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 休暇簿（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 出勤簿（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 出勤簿（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 出勤簿（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 出勤簿（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 労働時間 出勤簿（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 出勤簿（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 超過勤務等申告・命令簿（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 超過勤務等申告・命令簿（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 超過勤務等申告・命令簿（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 超過勤務等申告・命令簿（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 平成30年度労働時間報告書 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 労働時間 令和元年度労働時間報告書 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成23年度ティーチング・アシスタント
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成23年度ティーチング・サポーター
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成24年度ティーチング・アシスタント
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成24年度ティーチング・サポーター
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成25年度ティーチング・アシスタント 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成25年度ティーチング・サポーター 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成26年度ティーチング・アシスタント 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成26年度ティーチング・サポーター 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成27年度ティーチング・アシスタント 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成27年度ティーチング・サポーター 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成28年度ティーチング・アシスタント 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成28年度ティーチング・サポーター 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成29年度ティーチング・アシスタント 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成29年度ティーチング・サポーター 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 平成30年度ティーチング・アシスタント 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 教育補助 平成30年度ティーチング・サポーター 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 令和元年度ティーチング・アシスタント 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 教育補助 令和元年度ティーチング・サポーター 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成22年度～）
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成22年度～）
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 外部講師等依頼（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 教員養成実地指導講師（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 教員養成実地指導講師（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 非常勤講師（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 非常勤講師（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成21年度教員養成実地指導講師 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成23年度実地指導講師
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成23年度非常勤講師
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成24年度実地指導講師
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成24年度非常勤講師
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成25年度実地指導講師 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成25年度非常勤講師 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 非常勤講師等 平成26年度実地指導講師 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成26年度非常勤講師 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成27年度実地指導講師 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成27年度非常勤講師 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成28年度実地指導講師 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成28年度非常勤講師 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成29年度実地指導講師 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 非常勤講師等 平成29年度非常勤講師 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 旅行命令等 出張命令簿（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 旅行命令等 出張命令簿（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 旅行命令等 出張命令簿（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 旅行命令等 出張命令簿（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 旅行命令等 出張命令簿（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 旅行命令等 出張命令簿（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 博士課程学生記録票 教務課大学院教務係 1996年度 1997/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 平成23年度連合　代議委員会
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 平成23年度連合大学院会議　研究科教授会・その他
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 平成23年度連合大学院関係
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 平成24年度連合　代議委員会
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 平成24年度連合大学院会議　研究科教授会・その他
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 平成24年度連合大学院関係
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（平成30年度） 教務推進チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合会議資料（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合研究科教授会その他会議（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合研究科教授会その他会議（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合代議委員会（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合代議委員会（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（平成30年度） 教務推進チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院関係（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 連合大学院 連合大学院関係（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 記念事業 情報処理センター竣工記念式典関係 教務課研究協力係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 その他通知等（学内・外）（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 その他通知等（学内・外）（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 その他通知等（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 その他通知等（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 その他 その他通知等（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 その他通知等（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 教室使用状況予約簿（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 教室使用状況予約簿（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 教室使用状況予約簿（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 教室使用状況予約簿（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 教室使用状況予約簿（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 教室使用状況予約簿（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 障害を有する学生への支援（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 障害を有する学生への支援（令和元年度） 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 総合的な教師力向上のための調査研究事業 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 年度計画・自己点検評価（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 年度計画・自己点検評価（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 年度計画・自己点検評価（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 年度計画・自己点検評価（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 年度計画・自己点検評価（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成23年度ＰＣテイク関係
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成23年度障害を有する学生への支援
教育支援課教育支援
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成24年度ＰＣテイク関係
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成24年度障害を有する学生への支援
教育支援課教育支援
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成25年度障害を有する学生への支援 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成26年度障害を有する学生への支援 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成27年度いじめ等予防対策支援プロジェクトフォー
ラム

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務推進 その他
平成27年度いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専
門部会

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成27年度いじめ防止支援（ＢＰプロジェクト）経費
関係

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成27年度いじめ防止支援機構「BP-CORE]の創設 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成27年度障害を有する学生への支援 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成28年度いじめ等予防対策支援プロジェクトフォー
ラム

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成28年度いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専
門部会

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成28年度いじめ防止支援（ＢＰプロジェクト）経費
関係

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成28年度いじめ防止支援機構「BP-CORE]の創設 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成28年度障害を有する学生への支援 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成29年度いじめ等予防対策支援プロジェクトフォー
ラム

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成29年度いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専
門部会

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成29年度いじめ防止支援（ＢＰプロジェクト）経費
関係

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成29年度いじめ防止支援機構「BP-CORE]の創設 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成29年度障害を有する学生への支援 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成30年度いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専
門部会

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成30年度いじめ防止支援（ＢＰプロジェクト）経費
関係

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 平成30年度いじめ防止支援機構「BP-CORE]の創設 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
平成30年度上越教育大学いじめ等予防対策支援プロ
ジェクト研修会in金沢

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
令和元年度いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専
門部会

教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
令和元年度いじめ防止支援（ＢＰプロジェクト）経費
関係

教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 その他 令和元年度いじめ防止支援機構「BP-CORE]の創設 教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務推進 その他
令和元年度上越教育大学いじめ等予防対策支援プロ
ジェクトフォーラム

教務推進チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム 廃棄

教務 教務支援 コース所属 コース（領域）分け 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 コース所属 専修・コース分け （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 コース所属 専修・コース分け （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 コース所属 専修・コース分け （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 コース所属 専修・コース分け （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 コース所属 専修・コース分け （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等
科目等履修生（聴講生）台帳（大学院）(昭和59～平成
10年）

教務課教務第二係 1998年度 1999/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等科目等履修生台帳(平成11年～） 教務課学部教務係 1996年度 1997/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等研究生台帳（～平成１３年） 教務課教務第二係 2001年度 2002/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等聴講生・科目等履修生台帳(昭59～平10) 教務支援チーム 1998年度 1999/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等特別聴講学生 教務課大学院教務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２１年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２１年度科目等履修生書類 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２１年度研究生書類 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２１年度研究生入学願書 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２２年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２２年度科目等履修生書類 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２２年度研究生書類 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２２年度研究生入学願書 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成23年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２３年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成23年度科目等履修生書類 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成２３年度科目等履修生書類 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成23年度研究生書類 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成23年度研究生入学願書 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成24年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 科目等履修生等平成24年度研究生書類 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成24年度研究生入学願書 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成25年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成25年度研究生書類 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成25年度研究生入学願書 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成26年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成26年度研究生書類 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成26年度研究生入学願書 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成27年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成27年度研究生書類 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成27年度研究生入学願書 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成28年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成28年度研究生書類 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成28年度研究生入学願書 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成29年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成29年度研究生書類 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成29年度研究生入学願書 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成30年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成30年度科目等履修生書類 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成30年度研究生書類 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成30年度研究生入学願書 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成31年度科目等履修生願書 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成31年度科目等履修生書類 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 科目等履修生等平成31年度研究生書類 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 科目等履修生等平成31年度研究生入学願書 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る科目の変更届（平成13年度～） 教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る科目の変更届（平成4～12年度） 教務課教務企画担当 1992年度 1993/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る文部省指導事項 教務課学部教育 1999年度 2000/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成１９年度） 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２０年度） 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２４年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２５年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２６年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２７年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２８年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定に係る変更届 （平成２９年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
課程認定申請・事前相談・指摘対応関係 （平成１８年
度）

教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
課程認定申請・事前相談・指摘対応関係 （平成１９年
度）

教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
課程認定申請依頼及び本省事前相談関係 （平成１７年
度）

教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 課程認定通知 教務課教務企画担当 1980年度 1981/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 学部課程認定申請 教務課学部教育 1999年度 2000/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 教育職員免許法改正綴1 教務課教務企画担当 1993年度 1994/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 教育職員免許法改正綴2 教務課教務企画担当 2000年度 2001/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
教職課程認定申請・事前相談・指摘対応関係 （平成２
６年度）【平成２８年度開設用】

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 高一免，中一免課程認定申請 教務課教務第二係 1986年度 1987/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 課程認定 高校一級免課程認定申請 教務課教務第二係 1987年度 1988/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程（正規の課程）認定申請書

庶務課庶務係 1980年度 1981/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程（大学院の課程）認定申請書

庶務課庶務係 1983年度 1984/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程（聴講生の課程）認定申請書

庶務課庶務係 1986年度 1987/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（学部の課程）（副本）

教務課学部教育 1999年度 2000/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（学部の課程）原議書

教務課学部教育 1999年度 2000/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（学部正規の課程）（副本）

教務課学務係 1980年度 1981/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（学部正規の課程）原議書

教務課教務第一係 1986年度 1987/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（大学院の課程）

教務課教務第二係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（大学院の課程）（副本）

教務課教務第二係 1983年度 1984/4/1 永年 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（大学院の課程）原議書

教務課教務第二係 1986年度 1987/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程認定申請書（聴講生の課程）（副本）

教務課学務係 1980年度 1981/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（学部正規及び聴講生の課程）
（副本）

教務課教務第一係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（学部正規及び聴講生の課程）原
議書

教務課教務第一係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（正規の課程及び聴講生の課程）

教務課教務第一係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（大学院の課程）

教務課教務第二係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（大学院の課程）（副本）

教務課教務第二係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（大学院の課程）原議書

教務課教務第二係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学の免許状授与の所要資格を得させるため
の再課程認定申請書（大学院の課程）参考資料

教務課教務第二係 1989年度 1990/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学課程認定申請書（学部学科等の課程）
（平成２１年度）

教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書（大学院の課
程） （平成１７年度）

教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書（大学院の課
程） （平成１８年度）

教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書（大学院の課
程）原議書

教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書（大学院の課
程）副本

教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書決裁綴（大学院
の課程） （平成１７年度）

教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書決裁綴（大学院
の課程） （平成１８年度）

教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学教員免許課程認定申請書決裁綴（大学学
部等の課程） （平成１７年度）

教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２６年度）【平成２８年度開設用】決裁
綴

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２６年度）【平成２８年度開設用】差替

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２６年度）【平成２８年度開設用】副本

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定

上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２７年度）【平成２８年度開設用】
【指摘事項その２への対応，一次審査指摘事項への対
応，一次審査再指摘事項への対応，４号様式押印依頼

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２７年度）【平成２８年度開設用】【指
摘事項への対応綴】

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２９年度）【平成３１年度開設用】決裁
綴

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２９年度）【平成３１年度開設用】副本
1/2

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の
課程） （平成２９年度）【平成３１年度開設用】副本
2/2

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
上越教育大学大学院課程認定申請書決裁綴（研究科専
攻等の課程） （平成１９年度）

教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定
平成11年11月月上越教育大学の免許状授与の所要資格
を得させるための課程認定（大学院の課程）

教務課専門員 1999年度 2000/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 課程認定 平成13年度大学院専修免課程認定申請 教務課教務企画担当 2000年度 2001/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成20年度） 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成21年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成22年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成23年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 学力に関する証明書（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和56年度） 教務課学部教育担当 1981年度 1982/4/1 永年 共有サーバー 共有サーバー 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和57年度） 教務課学部教育担当 1982年度 1983/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和58年度） 教務課学部教育担当 1983年度 1984/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和59年度） 教務課学部教育担当 1984年度 1985/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和60年度） 教務課学部教育担当 1985年度 1986/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和61年度） 教務課学部教育担当 1986年度 1987/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和62年度） 教務課学部教育担当 1987年度 1988/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（昭和63年度） 教務課学部教育担当 1988年度 1989/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成10年度） 教務課学部教育担当 1998年度 1999/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成11年度） 教務課学部教育担当 1999年度 2000/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成12年度） 教務課学部教育担当 2000年度 2001/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成13年度） 教務課学部教育担当 2001年度 2002/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成14年度） 教務課学部教育担当 2002年度 2003/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成15年度） 教務課学部教育担当 2003年度 2004/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成16年度） 教務支援チーム 2004年度 2005/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成17年度） 教務支援チーム 2005年度 2006/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成18年度） 教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成19年度） 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成2年度） 教務課学部教育担当 1990年度 1991/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成3年度） 教務課学部教育担当 1991年度 1992/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成4年度） 教務課学部教育担当 1992年度 1993/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成5年度） 教務課学部教育担当 1993年度 1994/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成6年度） 教務課学部教育担当 1994年度 1995/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成7年度） 教務課学部教育担当 1995年度 1996/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成8年度） 教務課学部教育担当 1996年度 1997/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成9年度） 教務課学部教育担当 1997年度 1998/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 基礎資格単位修得証明書（平成元年度） 教務課学部教育担当 1989年度 1990/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 各種証明書 証明書交付願（令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文審査 （平成１５年度） 教務課教務支援係 2002年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文審査 （平成１６年度） 教務課教務支援係 2003年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文審査 （平成１７年度） 教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文審査 （平成１８年度） 教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成１９年度） 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成２０年度） 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 学位論文等審査 （平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 卒業証書・学位記授与台帳 （平成21年度～） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 卒業証書学位記授与台帳（昭和59～平成2年度） 教務課学部教育担当 1984年度 1985/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 卒業証書学位記授与台帳（平成12年度～平成20年度） 教務課学部教育担当 2000年度 2001/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 学位授与 卒業証書学位記授与台帳（平成3～平成11年度） 教務課学部教育担当 1991年度 1992/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成10年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教育 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成11年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教育 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成12年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課教務企画 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成13年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教育担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成14年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教育担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成2年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課教務第二係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成3年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課教務第二係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成4年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成5年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成6年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成7年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成8年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成9年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課大学院教務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位授与 平成元年度学位論文審査結果報告書・試験結果報告書 教務課教務第二係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文題目届・学位論文審査願 （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文題目届・学位論文審査願 （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/33 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文題目届・学位論文審査願 （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文題目届・学位論文審査願 （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文題目届・学位論文審査願 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文題目届・学位論文審査願 （平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文等受付簿 （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文等受付簿 （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 学位論文 学位論文等受付簿 （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文等受付簿 （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学位論文 学位論文等受付簿 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成１７年度） 教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成１８年度） 教務支援チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成１９年度） 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成２０年度） 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許 免許状一括申請 （平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許
免許状一括申請（予備調査表・申請書類） （平成26年
度）

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許
免許状一括申請（予備調査表・申請書類） （平成27年
度）

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許
免許状一括申請（予備調査表・申請書類） （平成28年
度）

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許
免許状一括申請（予備調査表・申請書類） （平成29年
度）

教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教員免許
免許状一括申請（予備調査表・申請書類） （平成30年
度）

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 教員免許
免許状一括申請（予備調査表・申請書類） （平成31年
度）

教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 卒業研究 卒業研究題目届（平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 卒業研究 卒業論文受付簿 （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 卒業研究 卒業論文受付簿 （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 卒業研究 卒業論文受付簿 （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 卒業研究 卒業論文受付簿 （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 卒業研究 卒業論文受付簿 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
教育職員免許取得プログラム受講者取得希望免許一覧
（平成26年度）

教務支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
教育職員免許取得プログラム受講者取得希望免許一覧
（平成27年度）

教務支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
教育職員免許取得プログラム受講者取得希望免許一覧
（平成28年度）

教務支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
教育職員免許取得プログラム受講者取得希望免許一覧
（平成29年度）

教務支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
教育職員免許取得プログラム受講者取得希望免許一覧
（平成30年度）

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
教育職員免許取得プログラム受講者取得希望免許一覧
（平成31年度）

教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成２１年度）

教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成２２年度）

教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成２３年度）

教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成24年度）

教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成25年度）

教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成26年度）

教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成27年度）

教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成28年度）

教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成29・30年度）

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 免許プログラム
長期履修学生制度 教育職員免許取得プログラム （平
成31年度）

教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 学籍 学生の身分異動（昭和63～平成9年度） 教務課学部教育担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学生の身分異動（平成10～ 教務課学部教育担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（学部）(平成１０～１４年度) 教務支援チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（学部）(平成１５～２２年度) 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（学部）(平成２３年度～) 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（大学院）(平成１０～１４年度) 教務支援チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（大学院）(平成１５～１９年度) 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（大学院）(平成２０～２２年度) 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍異動（大学院）(平成２３年度～) 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿 教務課大学院教育担当 1987年度 1988/4/1 永年 紙 教育支援課金庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和56年度） 教務課学部教育担当 1981年度 1982/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和57年度） 教務課学部教育担当 1982年度 1983/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和58年度） 教務課学部教育担当 1983年度 1984/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和59年度） 教務課学部教育担当 1984年度 1985/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和60年度） 教務課学部教育担当 1985年度 1986/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和61年度） 教務課学部教育担当 1986年度 1987/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和62年度） 教務課学部教育担当 1987年度 1988/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（昭和63年度） 教務課学部教育担当 1988年度 1989/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成10年度） 教務課学部教育担当 1998年度 1999/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成11年度） 教務課学部教育担当 1999年度 2000/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成12年度） 教務課学部教育担当 2000年度 2001/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成13年度） 教務課学部教育担当 2001年度 2002/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成14年度） 教務課学部教育担当 2002年度 2003/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成15年度） 教務課学部教育担当 2003年度 2004/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成16年度） 教務課学部教育担当 2003年度 2004/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成2年度） 教務課学部教育担当 1990年度 1991/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成3年度） 教務課学部教育担当 1991年度 1992/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成4年度） 教務課学部教育担当 1992年度 1993/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成5年度） 教務課学部教育担当 1993年度 1994/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成6年度） 教務課学部教育担当 1994年度 1995/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成7年度） 教務課学部教育担当 1995年度 1996/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成8年度） 教務課学部教育担当 1996年度 1997/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成9年度） 教務課学部教育担当 1997年度 1998/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 学籍簿（平成元年度） 教務課学部教育担当 1989年度 1990/4/1 永年 紙 教育支援課耐火書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 修了者台帳　昭和62年度～平成9年度 教務課大学院教育担当 1987年度 1988/4/1 永年 紙 教育支援課金庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 修了者台帳　平成10年度～ 教務課大学院教育担当 1998年度 1999/4/1 永年 紙 教育支援課金庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 証明書の取扱い(平成22年度～） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 証明書交付願（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 3年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 証明書発行台帳（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 証明書発行台帳（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 卒業者名簿（昭和59～11年度） 教務課学部教育担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院休学　昭和58年度～平成4年度 教務課大学院教育担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院休学　平成10年度～ 教務課大学院教育担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院休学　平成5年度～平成6年度 教務課大学院教育担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院休学　平成7年度～平成9年度 教務課大学院教育担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 教育支援課文書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院退学　昭和58年度～平成4年度 教務課大学院教育担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階文書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 学籍 大学院退学　平成10年度～ 教務課大学院教育担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 教育支援課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院退学　平成5年度～平成6年度 教務課大学院教育担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学籍 大学院退学　平成7年度～平成9年度 教務課大学院教育担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 教育支援課文書庫 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 ＧＰＡ/CAP関係 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 ＧＰＡ/CAP関係 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 学業不振者調査票・成績疑問等相談 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 学業不振者調査票・成績疑問等相談 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 学校心理士（大学院）関係 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 学校心理士（大学院）関係 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 大学院（修士課程）研究指導計画書 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 修学指導 大学院（修士課程）研究指導計画書 （令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 単位互換 各大学との単位互換協定書等 教務課教務企画担当 1995年度 1996/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 単位互換 長岡技術科学大学との単位互換協定等 教務課教務企画担当 2000年度 2001/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 単位互換 放送大学との単位互換協定等 教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教育改革
平成10，11年度教職課程における教育内容・方法の開
発研究（学部）

教務課学部教育 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教育改革
平成11，12年度教職課程における教育内容・方法の開
発研究（大学院）

教務課大学院教育 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教育改革
平成12，13年度教職課程における教育内容・方法の開
発研究（学部）

教務課教務企画 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教育課程 進級判定 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 教育課程 進級判定 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 学位論文審査委員会議事要旨（昭和59年度～） 教務課大学院教務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教育課程検討委員会議事要旨綴 教務課 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職キャリアファイルWG （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成25年度） 教務支援チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習運営部会 （平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習実施専門部会 （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習準備委員会 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習準備委員会 （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 教職実践演習準備委員会 （平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 免許プログラム支援室 （平成２１年度） 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 免許プログラム支援室 （平成２２年度） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 免許プログラム支援室 （平成２３年度） 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 学内会議 免許プログラム支援室 （平成24年度） 教務支援チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 通知・通達 教育職員免許法関係通知等② 教育支援課教務支援係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 通知・通達 教育職員免許法関係通知等③ 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 通知・通達 教育職員免許法関係通知等④ 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 各種取扱い 教務支援チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 機関長推薦 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 教職実践演習（平成２２年度～）(教務支援チーム) 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 教務支援関係（調査回答等） （平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 教務支援関係（調査回答等） （平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 教務支援関係（調査回答等） （平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄
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教務 教務支援 その他 教務支援関係（調査回答等） （平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 教務支援関係（調査回答等） （平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 教務支援関係（調査回答等） （平成31年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 研究生台帳（平成１４～１９年度） 教務支援チーム 2007年度 2008/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 研究生台帳（平成２０年度～） 教務支援チーム 2008年度 2009/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 障害学生対応（教務支援チーム） 教務支援チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 人間教育学セミナー（平成26年度） 教務支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 人間教育学セミナー（平成27年度） 教務支援チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 人間教育学セミナー（平成28年度） 教務支援チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 人間教育学セミナー（平成29年度） 教務支援チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 人間教育学セミナー（平成30年度） 教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 人間教育学セミナー（令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 生活の中の科学（平成31年度～） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 体験学習（令和元年度） 教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他 東日本大震災関係 教務支援チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教務支援 その他
平成30年度公認心理師法第７条第１号及び第２号に規
定する公認心理師となるために必要な科目の確認につ
いて

教務支援チーム 2018年度 2019/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム

教務 教務支援 その他
令和元年度公認心理師法第７条第１号及び第２号に規
定する公認心理師となるために必要な科目の確認につ
いて

教務支援チーム 2019年度 2020/4/1 永年 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務推進チーム

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

１７～２１　特色ＧＰ実施委員会
教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

１８－２１　３大学ＦＤ・ＧＰ現代ＧＰわかる授業教
科指導力向上プログラム

教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

１９－２１　委嘱事業等（ＧＰ以外）公募・申請関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２０～２２　ＧＰ支援室会議（第９～１６回）
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

21　「教職大学院の実習等のFDシステム共同開発」シ
ンポジウム／報告書／WG報告書

教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

21　３大学教職大学院FD協議会ワークショップ
教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２１　各種ＧＰ等補助金公募・申請関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２１　専門職大学院GP「教職大学院の実習等のFDシス
テム共同開発」

教育支援課ＧＰ支援担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　運営費交付金　特別経費　プロジェクト分（平
成２２年度）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　科学リテラシー経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　各種ＧＰ等補助金公募・申請関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　学士力向上プロジェクト経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　先導的大学改革推進委託事業
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　先導的大学改革推進委託事業　経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　先導的大学改革推進受託事業　 三大学研究協議
会／推進委員会

教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　大学生の就業力育成支援事業
教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２　大学生の就業力育成支援事業（経費・収支簿関
係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２－２４　科学的リテラシー向上プロジェクト企画
委員会

教育支援課
ＧＰ支援担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２－２４　学士力・教師力を高める教員養成カリ
キュラムの開発

教育支援課
ＧＰ支援担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２－２４　学士力向上プロジェクト企画委員会
教育支援課
ＧＰ支援担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２２－２４　初等教育教員養成課程における科学的リ
テラシーの育成

教育支援課
ＧＰ支援担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　運営費交付金　特別経費　プロジェクト分（平
成２３年度）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　科学リテラシー経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

23　各種ＧＰ等補助金公募・申請関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　学士力向上プロジェクト経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　先導的大学改革推進委託事業
教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　先導的大学改革推進委託事業　経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　大学生の就業力育成支援事業
教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３　大学生の就業力育成支援事業（経費・収支簿関
係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２３～２４　ＧＰ支援室会議（第17～19回）
教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２４　運営費交付金　特別経費　プロジェクト分（平
成２４年度）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２４　科学リテラシー経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

24　各種ＧＰ等補助金公募・申請関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２４　学士力向上プロジェクト経費関係
教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

24　大学生の就業力育成支援事業
教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

24　大学生の就業力育成支援事業（経費・収支簿関
係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２４～　産学協働による学生の社会的、職業的自立を
促す教育開発プロジェクト企画委員会

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２５　運営費交付金　特別経費　プロジェクト分（平
成２５年度）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

２６　運営費交付金　特別経費　プロジェクト分（平
成２６年度）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

Ｈ２４教員養成モデルカリキュラムの発展的研究　鳴
門教育大学、上越教育大学、岡山大学

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２３年度　就業力育成支援事業　東日本地域会議
大学生の就業力育成支援事業に関する協議会

教育支援課ＧＰ支援担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２４年度インクルーシブ教育セミナー・フォーラ
ム

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２４年度産業界のニーズに対応した教育改善・整
備事業

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２４年度産業界のニーズに対応した教育改善・整
備事業（経費、収支簿関係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度～２７年度　小規模校における定常的な
学年・学校連携　学校連携委員会

教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度～インクルーシブ教育セミナー・フォー
ラム

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度学校支援を基軸とした教員養成の充実と
教科内容構成に関する科目の実質化に向けたテキスト
作成

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度学校支援を基軸とした教員養成の充実と
教科内容構成に関する科目の実質化に向けたテキスト
作成　経費関係

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度教員養成モデルカリキュラムの発展的研
究　鳴門教育大学、上越教育大学、岡山大学

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度産業界のニーズに対応した教育改善・整
備事業

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度産業界のニーズに対応した教育改善・整
備事業（経費、収支簿関係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度小規模校における定常的な学年、学校連
携

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２５年度小規模校における定常的な学年・学校連
携　学校連携企画経費関係

教育支援課ＧＰ支援担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２６年度教科内容構成に関する科目のテキスト作
成と試行授業による検証に基づく改善及び道徳の新た
な教科化に向けたカリキュラム開発（経費関係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２６年度産業界のニーズに対応した教育改善・整
備事業

教育支援課ＧＰ支援担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２６年度産業界のニーズに対応した教育改善・整
備事業（経費、収支簿関係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２６年度小規模校における定常的な学年・学校連
携

教育支援課ＧＰ支援担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２６年度小規模校における定常的な学年・学校連
携　学校連携企画経費関係

教育支援課ＧＰ支援担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２７年度学士課程及び修士課程における教科内容
構成に関する科目のテキスト作成と試行授業による検
証に基づく改善及び道徳等の新たな教科化に向けたカ
リキュラム開発

教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２７年度学士課程及び修士課程における教科内容
構成に関する科目のテキスト作成と試行授業による検
証に基づく改善及び道徳等の新たな教科化に向けたカ
リキュラム開発（経費関係）

教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２７年度小規模校における定常的な学年、学校連
携

教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２７年度小規模校における定常的な学年・学校連
携　学校連携企画経費関係

教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２７年度総合的な教師力向上事業
教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 ＧＰ支援
その他学校連
携

平成２７年度総合的な教師力向上事業（経費関係）
教育支援課ＧＰ支援担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成２１年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成２２年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成23年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成24年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成25年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成26年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成27年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成28年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成29年度学校教育実践研究センター
教育支援課免許状更新
講習担当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

平成30年度学校教育実践研究センター
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

その他学校教
育実践研究セ
ンター

令和元年度学校教育実践研究センター
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成２１年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成２２年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成23年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成24年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成25年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成26年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成27年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成28年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成29年度教育実践研究
教育支援課免許状更新
講習担当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 平成30年度教育実践研究関係
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育実践
研究センター

寄付金事業 令和元年度教育実践研究関係
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成21年度フレンドシップ事業
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成22年度フレンドシップ事業
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成23,24年度体験学習
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成23年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成24年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成25年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成25年度体験学習
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成26年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成26年度体験学習
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成27年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成27年度体験学習
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成28年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成28年度体験学習
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成29年度学びのひろば
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成29年度体験学習
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成30年度学びのひろば
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成30年度体験学習
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 教育支援課長 教育支援課教務支援チーム 廃棄

教務 教育実習
フレンドシッ
プ事業

平成31年度学びのひろば
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成21年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成22年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成23年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成24年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成25年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成26年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成27年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成28年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成29年度介護等体験
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成30年度介護等体験
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 介護等の体験 平成31年度介護等体験
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成21年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成22年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成23年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成24年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成25年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成26年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成27年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成28年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成29年度学校支援フィールドワーク
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習
学校支援プロ
ジェクト

平成30年度学校支援フィールドワーク
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成21年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成21年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成21年度大学院特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成21年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成22年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成22年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成22年度大学院特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成22年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成23年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成23年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成23年度大学院特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成23年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成24年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成24年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成24年度大学院特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成24年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成25年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成25年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成25年度大学院特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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教務 教育実習 教育実習 平成25年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成26年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成26年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成26年度実習物品請求書
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成26年度特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成26年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成27年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成27年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成27年度実習物品請求書
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成27年度特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成27年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成28年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成28年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成28年度実習物品請求書
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成28年度特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成28年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成29年度教育実習
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成29年度教育実習評価票
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成29年度実習物品請求書
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成29年度特別支援学校教育実習
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成29年度保育実習
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成30年度教育実習
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成30年度教育実習評価票
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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教務 教育実習 教育実習 平成30年度実習物品請求書
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成30年度特別支援学校教育実習
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成30年度保育実習
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成31年度教育実習
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成31年度特別支援学校教育実習
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 平成31年度保育実習
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 令和元年度教育実習評価票
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 教育実習 令和元年度実習物品請求書
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 労働時間 休暇簿，欠勤簿（2019年度）
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 労働時間 休暇簿，欠勤簿（平成30年度）
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 労働時間 出勤簿（2019年度）
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 労働時間 出勤簿（平成30年度）
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 旅行命令等 旅行命令簿（平成30年度）
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 旅行命令等 旅行命令簿（令和元年度）
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 概算要求関係（平成30，31年度）
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成20～23年度臨床心理実習
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成20～24年度博物館実習
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成21，22年度教育実習連絡会
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成21年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 教育実習 その他 平成21年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 教育実習 その他 平成21年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 教育実習 その他 平成22年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成22年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

226 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

教務 教育実習 その他 平成22年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成23,24年度教育実習連絡会
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成23年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成23年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成23年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成24,25,26,27,28年度臨床心理実習
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成24年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成24年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成24年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成25年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成25年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成25年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成25年度教育実習連絡会
教育支援課教育実習担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階文書庫 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成26年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成26年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成26年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成26年度教育実習連絡会
教育支援課教育実習担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成27年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成27年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成27年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成27年度教育実習連絡会
教育支援課教育実習担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成28年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成28年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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教務 教育実習 その他 平成28年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成28年度教育実習連絡会
教育支援課教育実習担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成29,30,31年度教育実習連絡会
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成29,30年度臨床心理実習
教育支援課教育実習担
当，教育支援課学校実
習推進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成29年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成29年度教育実習委員会
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成29年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課教育実習担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30・令和元年度学校実習コンソーシアム上越
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30・令和元年度公認心理師関係
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30年度学校支援プロジェクト連絡会
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30年度学校実習委員会
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30年度学校実習関係
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30年度教育実習委員会
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30年度教育実習協力校（園）会議
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成30年度調査･統計
教育支援課学校実習推
進室教育実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成31年度教育実習委員会
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成31年度教育実習協力校（園）会議
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 平成31年度調査･統計
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 麻疹対応　平成19～21
教育支援課教育実習担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 教育支援課学校実習推進室 廃棄

教務 教育実習 その他 予算関係（平成30，31年度）
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 令和元年度学校支援プロジェクトセミナー
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 令和元年度学校実習委員会
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務 教育実習 その他 令和元年度学校実習関係
学校実習課学校実習
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄
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教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成21年度
学校教育実践研究セン
ター

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成22年度
学校教育実践研究セン
ター

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成23年度
学校教育実践研究セン
ター

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成24年度
学校教育実践研究セン
ター

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成25年度
学校教育実践研究セン
ター

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成26年度
学校教育実践研究セン
ター

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成27年度
学校教育実践研究セン
ター

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成28年度
学校教育実践研究セン
ター

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成29年度
学校教育実践研究セン
ター

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

学内会議 学校教育総合研究センター運営委員会平成30年度
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

旅行命令等 Ｈ２６年度旅行命令簿
学校教育実践研究セン
ター事務室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

旅行命令等 Ｈ２７年度旅行命令簿
学校教育実践研究セン
ター事務室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

旅行命令等 Ｈ２８年度旅行命令簿
学校教育実践研究セン
ター事務室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

旅行命令等 Ｈ２９年度旅行命令簿
学校教育実践研究セン
ター事務室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

旅行命令等 Ｈ３０年度旅行命令簿
学校教育実践研究セン
ター事務室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

旅行命令等 Ｒ元年度旅行命令簿
学校教育実践研究セン
ター事務室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 休暇簿（平成26年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 休暇簿（平成27年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 休暇簿（平成28年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 休暇簿（平成29年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 休暇簿（平成30年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 休暇簿（平成31年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 週休日の振替簿（平成26年度）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課 廃棄
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教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 週休日の振替簿（平成27年度）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 週休日の振替簿（平成28年度）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 週休日の振替簿（平成29年度）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 週休日の振替簿（平成30年度）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 週休日の振替簿（平成31年度）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 出勤簿（平成26年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 出勤簿（平成27年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 出勤簿（平成28年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 出勤簿（平成29年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 出勤簿（平成30年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

労働時間 出勤簿（平成31年）
学校教育実践研究セン
ター事務室

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

物品管理 物品供用簿（乙）
学校教育総合研究セン
ター事務室

2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

物品管理 物品供用簿（甲）
学校教育総合研究セン
ター事務室

2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 センター事務室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

物品管理 物品使用簿　学校教育研究センター 学校教育研究センター 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 教育情報管理閲覧室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

物品管理 物品使用簿Ｂ～Ｑ
学校教育総合研究セン
ター

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 教育情報管理閲覧室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

教務
学校教育総合
研究センター
事務

物品管理 物品使用簿Ｓ～お
学校教育総合研究セン
ター

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 教育情報管理閲覧室 学校実習課長 学校実習課学校実習チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成26年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成26年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成27年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成27年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成27年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成28年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成28年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成28年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成29年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成29年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成29年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成30年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成30年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（平成30年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（令和元年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（令和元年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業（令和元年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業研究計画調書（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業研究計画調書（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業研究計画調書（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業研究計画調書（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業研究計画調書（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費助成事業研究計画調書（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費補助金研究分担者承諾書（平成21～29年度）
（他機関用）

研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費補助金研究分担者承諾書（平成27～28年度）
（本学代表者分）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

科学研究費補助金研究分担者承諾書（平成29～）（本学代
表者分）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
科学研究費補
助金

他機関分担者収支簿（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

CST養成事業実施委員会各専門部会（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

CST養成事業実施委員会各専門部会（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

CST養成事業実施委員会各専門部会（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

231 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

CST養成事業実施委員会各専門部会（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

CST養成事業実施委員会各専門部会（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

CST養成事業実施委員会各専門部会（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

共同研究（平成27～令和7年度）上越環境科学センター
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

共同研究（平成29～令和2年度）ゼブラ(株)
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

共同研究（平成29年度）池川准教授
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

共同研究（令和元～令和3年度）LINE(株)
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

共同研究依頼／共同利用機関利用申請（平成17～平成27
年度）

研究連携室研究支援係 2005年度 2006/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

研究助成　等（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

研究助成公募・申請関係（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

研究助成公募・申請関係（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

研究助成公募・申請関係（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

研究助成公募・申請関係（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

研究助成公募・申請関係（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

公益財団法人上廣倫理財団
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

受託研究（2019年度～）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

受託研究（平成27年度）光永教授
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

上越教育大学若手教員のための在外研究支援（平成29年
度～）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

上越地域における教育課題の解決に向けた研究推進検討
会議（平成28年度～）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2017/4/1 10年 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成22～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成２３年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

戦略的創造研究推進事業「さきがけ」（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

日本学術振興会　特別研究員（平成19年度～平成22年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

日本学術振興会　特別研究員（平成23年度～）
研究連携課研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

平成30(2018)年度　情報研究通信機構（NICT）委託研究
データ連係・利活用による地域課題解決のための実証型
研究開発

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

平成30年度　原価報告書　データ連係・利活用による地域
課題解決のための実証型研究開発

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成２２年度）

研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成２３年度）

研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成24年度）

研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成25年度）

研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成26年度）①

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成26年度）②

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成27年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成28年度）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成29年度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（平成30年度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築
事業（令和元年度）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

令和元(2019)年度　情報研究通信機構（NICT）委託研究
データ連係・利活用による地域課題解決のための実証型
研究開発

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学術研究団体
との連絡

令和元年度　原価報告書　データ連係・利活用による地域
課題解決のための実証型研究開発

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

CICサテライトオフィス604，リエゾンコーナー申込（平成27
～28年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

CICサテライトオフィス604，リエゾンコーナー申込（平成29
年度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

CICサテライトオフィス604，リエゾンコーナー申込（平成30
年度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援
その他研究支
援

CIC連絡会（平成24～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

教員から依頼のあった研究遂行のための申請書等（平成１
７年度）

研究連携室研究支援係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

教員から依頼のあった研究遂行のための申請書等（平成１
９年度）

研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

教員から依頼のあった研究遂行のための申請書等（平成２
０年度）

研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

教員から依頼のあった研究遂行のための申請書等（平成２
１年度）

研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

国立大学法人上越教育大学安全保障輸出管理規程制定
等（令和元年度～）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/4/1 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

国立大学法人等研究協力部課長会議（平成20～28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

国立大学法人等研究協力部課長会議（平成29～）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴　学生（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴　学生（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴　学生（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴　学生（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴　学生（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他研究支
援

諸謝金実施伺綴（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他地域連
携

職場体験受入関係（平成25～29年度）
研究連携室研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他地域連
携

職場体験受入関係（平成30年度～）
研究連携室研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他心理教
育相談室

心理教育相談室（平成27～28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
その他心理教
育相談室

心理教育相談室の有料化関係
研究連携室研究連携
チーム

2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援
学内の研究活
動

３０周年研究助成の実施・研究の発表の場の提供（平成28
～29年度選考）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究プロジェクト関係（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究プロジェクト関係（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究プロジェクト関係（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究プロジェクト関係（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究プロジェクト関係（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究プロジェクト関係（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

研究者総覧（刊行物）（昭和59年度～） 教務課研究協力係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援
学内の研究活
動

卒業生・修了生に対する研究助成　選考委員会（平成30年
度～）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成２３年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会(令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 学術研究委員会出版助成専門部会（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成２１年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成２３年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会・倫理教育（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会・倫理教育（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会・倫理教育（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究活動の不正行為対策委員会・倫理教育（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究推進支援室会議（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究推進支援室会議（平成２３年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究推進支援室会議（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究推進専門部会（平成25年度～）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究戦略企画室会議（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成２１年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成２３年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成26年度）①
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成26年度）②
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成26年度）③
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成26年度）④
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成26年度）⑤
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成27年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成27年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成27年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成27年度）④
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成28年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成28年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成28年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成28年度）④
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成29年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成29年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成29年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成29年度）④
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成30年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成30年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成30年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（平成30年度）④
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（令和元年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（令和元年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（令和元年度）③
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 研究倫理審査委員会（令和元年度）④
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 心理教育相談室運営委員会（平成21～29年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 心理教育相談室運営委員会（平成30年度～）
研究連携室研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 知的財産本部（平成２１年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

237 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

研究連携 研究支援 学内会議 知的財産本部（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 知的財産本部（平成２３年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 知的財産本部（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 知的財産本部（平成25～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 知的財産本部（平成27～28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 動物実験委員会（平成２２年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 動物実験委員会（平成23～27年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 動物実験委員会（平成28～）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議
特別支援教育に関する実践研究充実事業（平成26～27年
度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議
特別支援教育に関する実践研究充実事業（平成26～27年
度）執行関係伺綴

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 特別支援教育実践研究センター運営委員会（平成21年～）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 年度計画・自己点検評価報告書（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 年度計画・自己点検評価報告書（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 年度計画・自己点検評価報告書（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 学内会議 年度計画・自己点検評価報告書（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 職員旅行命令伺（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 職員旅行命令伺（平成27年度）
研究連携室研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 職員旅行命令伺（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 職員旅行命令伺（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 職員旅行命令伺（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 職員旅行命令伺（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 旅行命令簿（研究連携室）（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 旅行命令等 旅行命令簿（研究連携室）（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援 臨床心理士
上越教育大学臨床心理士大学院指定継続申請（平成24年
度）

研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等（平成23・24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等（平成25～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等（平成27～28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談室（平成23～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談室（平成27～28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 心理教育相談室（平成29～30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 臨床心理士大学院指定制（平成16年度） 研究連携室研究支援係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 臨床心理士大学院指定制（平成17年度） 研究連携室研究支援係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 臨床心理士大学院指定制（平成18年度）
研究連携室研究連携
チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 臨床心理士大学院指定制（平成19、20、21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 臨床心理士大学院指定制（平成22年度～）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士 臨床心理士大学院指定制（平成29年度）
研究連携室研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 臨床心理士
臨床心理士養成第一種指定大学院実地視察（平成27年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 労働時間

休暇簿
・非常勤職員（平成19、20、21、22、23、24、25、26、27、
28、29年度）
・常勤職員（平成16、17、18、19、20、21、22、23年度）

研究連携室研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 労働時間 週休日振替変更簿（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 労働時間 週休日振替変更簿（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 労働時間 出勤簿 非常勤職員（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 労働時間 出勤簿 非常勤職員（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 研究支援 労働時間 出勤簿 非常勤職員（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 研究支援 労働時間

出勤簿
・非常勤職員（平成16、17、18、19、20、21、22、23、24、
25、26、27、28年度）
・常勤職員（平成16、17、18、19、20、21、22年度）

研究連携室研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成10年度） 教務課研究協力係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成11年度） 教務課研究協力係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成12年度） 教務課研究協力担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成13年度）
教務課生涯学習推進担
当

2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成14年度）
教務課生涯学習推進担
当

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成15年度）
教務課生涯学習推進担
当

2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成16年度） 研究連携室地域連携係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成17年度） 研究連携室地域連携係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成18年度）
研究連携室研究連携
チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成19年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成20年度）
研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成27年度）
（各講座実施関連書類・申込書等）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成27年度）
（講座企画・広報・その他）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成28年度）
（各講座実施関連書類・申込書等）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成28年度）
（講座企画・広報・その他）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成29年度）
（各講座実施関連書類・申込書等）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成29年度）
（講座企画・広報・その他）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成2年度～平成3年度） 教務課研究協力係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成30年度）
（各講座実施関連書類・申込書等）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（平成30年度）
（講座企画・広報・その他）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成4年度） 教務課研究協力係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成5年度） 教務課研究協力係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成6年度） 教務課研究協力係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成7年度） 教務課研究協力係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成8年度） 教務課研究協力係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成9年度） 教務課研究協力係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座（平成元年度） 教務課研究協力係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（令和元年度）
（各講座実施関連書類・申込書等）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座
公開講座（令和元年度）
（講座企画・広報・その他）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 公開講座 公開講座アンケート（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（地域貢献事業）（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 出前講座 出前講座（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 協定関係（平成27年度～29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 協定関係（平成30年度） NO1
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 協定関係（平成30年度） NO2
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 協定関係（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教育フォーラムin上越（平成21～27年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教育フォーラムin上越（平成28～）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業（平成29年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業（平成30年
度）NO.1

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業（平成30年
度）NO.2

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業（令和元年
度）NO.1

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業（令和元年
度）NO.2

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員資質向上のための研修プログラム開発事業
つくば教員研修センター（平成28年度）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員資質向上のための研修プログラム開発事業
つくば教員研修センター（平成29年度）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員資質向上のための研修プログラム開発事業
教職員支援機構（平成30年度）

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教員資質向上のための研修プログラム開発事業
教職員支援機構（令和元年度）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教師の専門職化フォーラム（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教師の専門職化フォーラム（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教師の専門職化フォーラム（平成27年度）1/2
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教師の専門職化フォーラム（平成27年度）2/2
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
25年度）

研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
26年度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
27年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
27年度）②

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
27年度）③

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
27年度）④

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業（平成
28年度）

研究連携室研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業購入
依頼書等（平成25年度）

研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業購入
依頼書等（平成26年度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教師の専門職化をフォローする研修体制の構築事業購入
依頼書等（平成27年度）

研究連携室研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教職大学院サテライト講座（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 教職大学院サテライト講座（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教職大学院サテライト講座専門部会
（平成27～28年度）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
教職大学院サテライト講座専門部会
３大学連携・覚書締結（平成24～26年度）

研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成26年度）①
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成27年度）①
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成27年度）②
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 公募型地域貢献事業（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成22～23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成24～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 高等教育コンソーシアムにいがた（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成18～23年度）
研究連携室課研究連携
チーム

2006年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 産学官連携（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 自主セミナー（平成28年～令和元年）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 重点取組予算関係（平成28～29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 重点取組予算関係（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 春日山城跡等の整備・活用（平成20年度～平成25年度）
研究連携課研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 春日山城跡等の整備・活用（平成26年度～令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会（平成28～29年
度）

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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研究連携 地域連携 地域連携
上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会（平成30～令和元
年度）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市学校教育支援協議会（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市学校教育支援協議会（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市学校教育支援協議会（平成24年度）　①
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市学校教育支援協議会（平成24年度）　②
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市学校教育支援協議会（平成26～27年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市学校教育支援協議会（平成28～）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 上越市立小・中学校への学校訪問（平成25年～）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
上越地域教育委員会との連携推進協議会
（平成16～24年度）

研究連携室研究連携
チーム

2004年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
上越地域教育委員会との連携推進協議会
（平成25～28年度）

研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
上越地域教育委員会との連携推進協議会
（平成29～）

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 新潟県「地域貢献機能」支援事業（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
新潟県教育委員会・新潟市教育委員会との連携推進協議
会（平成27～）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 新潟県生涯学習推進センター関係（平成25～）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 新潟県内大学・短大と市町村との連携（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
新潟県立看護大学との連携推進協議会
（平成22～24年度　）

研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
新潟県立看護大学との連携推進協議会（平成25～26年
度）

研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 新潟県立看護大学との連携推進協議会（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 新潟県立看護大学との連携推進協議会（平成28～）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 新潟県立教育センターとの連携協議会（平成27～）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
新潟講座、サテライト講座　戦略的な地域教育連携事業
（平成29年度～令和元年度）

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
新幹線まちづくり関係
えちごトキめき鉄道関係（平成22～）

研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 戦略的な学校経営改善支援事業（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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研究連携 地域連携 地域連携 戦略的な教育支援プロジェクト（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 戦略的な教育支援プロジェクト（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 戦略的な地域教育連携事業（平成26～）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 戦略的な地域教育連携事業専門部会（平成26～28年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 早寝早起き朝ごはん全国協議会関係（平成23～28年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 早寝早起き朝ごはん全国協議会関係（平成29～）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
総合的な教師力向上のための調査研究事業①
（平成26年度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
総合的な教師力向上のための調査研究事業②
（平成26年度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
総合的な教師力向上のための調査研究事業③
（平成26年度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地（知）の拠点整備事業（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域貢献事業（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成25～26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携 地域連携推進室（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との
連携協力（平成26～28年度）

研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 地域連携
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との
連携協力（平成29～）

研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成10年度） 教務課研究協力係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成11年度） 教務課研究協力係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成12年度） 教務課研究協力担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成13年度）
教務課生涯学習推進担
当

2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成14年度）
教務課生涯学習推進担
当

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成15年度）
教務課生涯学習推進担
当

2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成16年度） 研究連携室地域連携係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成17年度） 研究連携室地域連携係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成18年度）
研究連携室研究連携
チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成19年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成20年度）
研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成2年度～平成3年度Ｎｏ．1） 教務課研究協力係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成3年度Ｎｏ．2～平成4年度） 教務課研究協力係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成5年度） 教務課研究協力係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成6年度） 教務課研究協力係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（平成元年度） 教務課研究協力係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
学校図書館司書教諭講習受講者/台帳/出席簿/成績（平
成13年度）

教務課生涯学習推進担
当

2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成10年度） 教務課研究協力係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成11年度） 教務課研究協力係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成12年度） 教務課研究協力担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成14年度）
教務課生涯学習推進担
当

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成5年度） 教務課研究協力係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成6年度） 教務課研究協力係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成7年度） 教務課研究協力係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成8年度） 教務課研究協力係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成9年度） 教務課研究協力係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者台帳（平成元年度） 教務課研究協力係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
学校図書館司書教諭講習受講者名簿（昭和53年度～平成
4年度）

教務課研究協力係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者名簿（平成14年度）
教務課生涯学習推進担
当

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習受講者名簿（平成5年度～） 教務課研究協力係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成10年度） 教務課研究協力係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成11年度） 教務課研究協力係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成13年度）
教務課生涯学習推進担
当

2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成14年度）
教務課生涯学習推進担
当

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成15年度）
教務課生涯学習推進担
当

2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成16年度） 研究連携室地域連携係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成17年度） 研究連携室地域連携係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成18年度）
研究連携室研究連携
チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成19年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成20年度）
研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成7年度） 教務課研究協力係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成8年度） 教務課研究協力係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 学校図書館司書教諭講習申込書（平成9年度） 教務課研究協力係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 県が実施する免許法認定講習（平成26～29年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 県が実施する免許法認定講習（平成30～　年度）
研究連携室研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（平成28年度） NO1

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（平成28年度） NO2

研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（平成29年度） NO1

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（平成29年度） NO2

研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（平成30年度） NO1

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（平成30年度） NO2

研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（令和元年度） NO1

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等
小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の
開発　文部科学省（令和元年度） NO2

研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上（令和元年度）
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成19年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成20年度）
研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成19年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成20年度）
研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上事業申込書（平成25年度）
研究連携室研究連携
チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上申込書（平成26年度）
研究連携室研究連携
チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上申込書（平成27年度）
研究連携課研究連携
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上申込書（平成28年度）
研究連携課研究連携
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上申込書（平成29年度）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携 地域連携 認定講習会等 特別支援学校専門性向上申込書（平成30年度）
研究連携課研究連携
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成10年度） 教務課研究協力係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成11年度） 教務課研究協力係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成12年度） 教務課研究協力担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成14年度）
教務課生涯学習推進担
当

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成15年度）
教務課生涯学習推進担
当

2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成16年度） 研究連携室地域連携係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成17年度） 研究連携室地域連携係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成18年度）
研究連携室研究連携
チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成19年度）
研究連携室研究連携
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成20年度）
研究連携室研究連携
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成21年度）
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成22年度）
研究連携室研究連携
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成23年度）
研究連携室研究連携
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成24年度）
研究連携室研究連携
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成29年度～）
研究連携課研究連携
チーム

2017年度 10年 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成5年度） 教務課研究協力係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成6年度） 教務課研究協力係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成7年度） 教務課研究協力係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 入主前書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成8年度Ｎｏ．1） 教務課研究協力係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 入主前書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成8年度Ｎｏ．2） 教務課研究協力係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 入主前書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成9年度） 教務課研究協力係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 入主前書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成元年度Ｎｏ．1） 教務課研究協力係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携 文化講演会 文化講演会（平成元年度Ｎｏ．2～平成3年度） 教務課研究協力係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携
学術研究団体
との連絡

青年男女共同参画セミナー（平成9年度） 教務課研究協力係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携 地域連携
その他地域連
携

人形浄瑠璃講演「越後国柏崎弘知法印御伝記」
研究連携室研究連携
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成21年度免許状更新講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成22年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成23年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成24年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成25年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成26年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成27年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成28年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成29年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課免許状更新
講習担当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

委託・補助金事
業

平成30年度教員講習開設事業費等補助金
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成21年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成22年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成23年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成24年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成25年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成26年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成27年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成28年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成29年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課免許状更新
講習担当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 平成30年度教員免許状更新講習実施委員会
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

学内会議 令和元年度教員免許状更新講習実施委員会
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習

平成26年度免許状更新講習（修了）（履修）証明書
教育支援課免許状更新
講習担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習

平成27年度免許状更新講習（修了）（履修）証明書
教育支援課免許状更新
講習担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習

平成28年度免許状更新講習（修了）（履修）証明書
教育支援課免許状更新
講習担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習

平成29年度免許状更新講習（修了）（履修）証明書
教育支援課免許状更新
講習担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習

平成30年度免許状更新講習（修了）（履修）証明書
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習

令和元年度免許状更新講習（修了）（履修）証明書
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成21年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成22年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成23年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成24年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成25年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成26年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成27年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成28年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成29年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課免許状更新
講習担当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

平成30年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
教育支援課学校実習推
進室学校実習担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
教員免許状更
新講習

教員免許状更
新講習コンソー
シアム新潟

令和元年度教員免許状更新講習コンソーシアム新潟
研究連携課研究連携
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

インテイクカンファレンス出欠　2007～2018/3 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

インテイクカンファレンス出欠　2018/3～ 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

ケースカンファレンス出欠2012/5～2017/1 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

見学実習レポート2008年 心理教育相談室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

見学実習レポート2009年 心理教育相談室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

見学実習レポート2010年 心理教育相談室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

見学実習レポート2011年 心理教育相談室 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

宣誓書Ｈ29～ 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

相談研修生提出書類Ｈ15、16、17、18、19、20、21、22、
23、24、25、26、27、28、29、30

心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

相談研修生履歴書Ｈ19～27年 心理教育相談室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

相談研修生履歴書Ｈ28年～ 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習（さいがた病院）2003年 心理教育相談室 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱレポート（さいがた病院）2003年 心理教育相談室 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱレポート（さいがた病院）2004年 心理教育相談室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱレポート（高田西城病院、さいがた病院）
2002年

心理教育相談室 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱレポート（新潟県立精神医療センター）
2002年

心理教育相談室 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱレポート（新潟県立精神医療センター）
2003年

心理教育相談室 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱレポート（新潟県立精神医療センター）
2004年

心理教育相談室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱ実習前ガイダンス資料2004年 心理教育相談室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談研修生関
係

臨床心理実習Ⅱ実習前ガイダンス資料2005年 心理教育相談室 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 ケースカンファレンス資料（持ち出し禁止）2007/1～2011/1 心理教育相談室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係
ケースカンファレンス資料（持ち出し禁止）2011/6～
2013/12

心理教育相談室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係
ケースカンファレンス資料（持ち出し禁止）2014/12～
2016/6

心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 ケースカンファレンス資料（持ち出し禁止）2014/5～2016/1 心理教育相談室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 ケースカンファレンス資料（持ち出し禁止）2016/7～2017/1 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 ケースカンファレンス資料（持ち出し禁止）2017/2～ 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付記録Ｈ26/4～ 心理教育相談室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付台帳(受付票綴）2014/4～2015/3 心理教育相談室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付台帳(受付票綴）2015/4～2016/3 心理教育相談室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付台帳(受付票綴）2016/4～2017/3 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付台帳(受付票綴）2017/4～2018/3 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付台帳(受付票綴）2018/4～2019/3 心理教育相談室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付台帳(受付票綴）2019/4～2020/3 心理教育相談室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付簿（新様式）H30/3～ 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付簿Ｈ27/6～Ｈ30/3 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付簿Ｈ30/4～ 心理教育相談室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 受付簿Ｈ31/4～ 心理教育相談室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 集計表2007～2014 心理教育相談室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

相談記録関係 集計表2015～2019/3 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

物品管理 購入依頼書・印刷物仕様書H29/4～ 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

その他文書 相談室請求書・領収書H21～H27 心理教育相談室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

労働時間 出勤簿（心理教育相談室・事務補佐員）H26 心理教育相談室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

労働時間 出勤簿（心理教育相談室・事務補佐員）H27 心理教育相談室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

労働時間 出勤簿（心理教育相談室・事務補佐員）H28 心理教育相談室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

労働時間 出勤簿（心理教育相談室・事務補佐員）H29 心理教育相談室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

労働時間 出勤簿（心理教育相談室・事務補佐員）H30 心理教育相談室 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

労働時間 出勤簿（心理教育相談室・事務補佐員）H31 心理教育相談室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

臨床心理士 「臨床心理士」大学院指定制（第1種）申請書原義書 教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

臨床心理士 心理教育相談研修生の研修手続き等綴 教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携
心理教育相談
センター事務

臨床心理士 平成15年度臨床心理士大学院指定制関係 教務課教務企画担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
心理教育相談
センター事務

臨床心理士 臨床心理士大学院指定制ヒアリング対応等 教務課教務企画担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙
心理教育相談セン
ター

心理教育相談セン
ター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書　H11～H24
附属障害児教育実践セ
ンター

1999年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成２１年度）
特別支援教育実践研究
センター

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成２２年度）
特別支援教育実践研究
センター

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成２３年度）
特別支援教育実践研究
センター

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成24年度）
特別支援教育実践研究
センター

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成25年度）
特別支援教育実践研究
センター

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成26年度）
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成27年度）
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成28年度）
特別支援教育実践研究
センター

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成29年度）
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（平成30年度）
特別支援教育実践研究
センター

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

センターセミ
ナー等

センターセミナー原義書（令和元年度）
特別支援教育実践研究
センター

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 兼業関係　H27～H30
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 研修願（平成26年度）
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 旅行命令簿（平成26年度）
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 旅行命令簿（平成27年度）
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 旅行命令簿（平成28年度）
特別支援教育実践研究
センター

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 旅行命令簿（平成29年度）
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 旅行命令簿（平成30年度）
特別支援教育実践研究
センター

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

旅行命令等 旅行命令簿（令和元年度）
特別支援教育実践研究
センター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 週休日の振替簿・代休日指定簿（平成26年）
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 週休日の振替簿・代休日指定簿（平成27年）
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 週休日の振替簿・代休日指定簿（平成28年）
特別支援教育実践研究
センター

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 週休日の振替簿・代休日指定簿（平成29年）
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 週休日の振替簿・代休日指定簿（平成30年）
特別支援教育実践研究
センター

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 週休日の振替簿・代休日指定簿（令和元年）
特別支援教育実践研究
センター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 出勤簿（平成26年）
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 出勤簿（平成27年）
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 出勤簿（平成28年）
特別支援教育実践研究
センター

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 出勤簿（平成29年）
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 出勤簿（平成30年）
特別支援教育実践研究
センター

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

労働時間 出勤簿（令和元年）
特別支援教育実践研究
センター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 コース会議議事録　H22.4～H23.3
特別支援教育実践研究
センター

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 コース会議議事録　H23.4～H24.3
特別支援教育実践研究
センター

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 コース会議議事録（平成27年度）
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 コース会議議事録（平成28年度）
特別支援教育実践研究
センター

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 センターコース会議議事録　H21.4～H22.3
特別支援教育実践研究
センター

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 センターコース会議議事録　H24
特別支援教育実践研究
センター

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 センターコース会議議事録　H25
特別支援教育実践研究
センター

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 センターコース会議議事録　H26
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 平成29年度コース・センター議事録
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄
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研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 平成30年度コース・センター議事録
特別支援教育実践研究
センター

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

学内会議 令和元年度コース・センター議事録
特別支援教育実践研究
センター

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

物品管理 各種検査器具ユーザー登録シート　H29～
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

物品管理 購入依頼書　H25～H26
特別支援教育実践研究
センター

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

物品管理 購入依頼書（附属施設経費）H27～H30
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

物品管理 物品供用簿　H11～
特別支援教育実践研究
センター

1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

物品管理 物品供用簿　H4～
特別支援教育実践研究
センター

1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 H26～実践研究充実事業（文部科学省）
特別支援教育実践研究
センター

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 ピンク電話の使用料金，領収証書H14.10～H26.5
特別支援教育実践研究
センター

2002年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 教育相談実績（紀要掲載データ）　H7～H30
附属障害児教育実践セ
ンター

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 教育相談受付票　H27
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 教育相談受付票　H28
特別支援教育実践研究
センター

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 教育相談受付票　H29
特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 教育相談受付票　H30
特別支援教育実践研究
センター

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 教育相談受付票　R01
特別支援教育実践研究
センター

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書
国立大学法人障害児教育関連センター連絡協議会（障セ
協）　H25～H27

特別支援教育実践研究
センター

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書 新規受付台帳　H27～
特別支援教育実践研究
センター

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

研究連携
特別支援教育
実践研究セン
ター事務

その他文書
特別支援教育実践研究センター 紀要著者抄録利用につ
いての書類

特別支援教育実践研究
センター

2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙
特別支援教育実践研
究センター事務室

特別支援教育実
践研究センター長

研究連携課研究連携チーム 廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

アイオワ大学からの学生受け入れ(25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

アイオワ大学からの学生受け入れ(31年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

ウェストミンスター校との交流(22～26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

援助依頼（海外研修プログラム）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外（実践）フィールド・スタディ 海外教育（特別）研究(ウエ
ストミンスター）（２２年度）

研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外（実践）フィールド・スタディ（オーストラリア）(28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外（実践）フィールド・スタディ（オーストラリア）(29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外（実践）フィールド・スタディ（オーストラリア）(30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外ＦＳ　ＷＭ　（23年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外フィールド・スタディ(24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（研究）（実践）研究Ｂ(26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ａ(27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ａ（オーストラリア）(29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究B（アイオワ ）(30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ｃ（韓国）(28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ｃ（韓国）(30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ｃ（台湾）(27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ｅ（台湾）(29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）（実践）研究Ｅ（台湾）(31年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）研究(21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）研究(22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）研究(23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）研究(24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）研究A(25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

海外教育（特別）研究Ｂ(23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

短期海外研修プログラム（ショートプログラム）（哈爾濱）(27
年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

短期海外研修プログラム（台湾）(R1年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

短期海外研修プログラム（台湾:嘉義大学との交流）(29年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

短期海外研修プログラム（台湾:国立嘉義大学）(28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流
海外教育プログ
ラム

海外教育プロ
グラム

短期海外研修プログラム（台湾:清華大学との交流）(30年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議
教授会・教育研究評議会　課題・報告等（平成24～28年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議
国際交流推進センター（協定校交流推進専門部会）
（平成26年度）

研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議
国際交流推進センター（協定校交流推進専門部会）
（平成27年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進センター運営委員会　（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進センター運営委員会　（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進センター運営委員会　（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進センター運営委員会　（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室（各部会関係）(平成23~24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室（各部会関係）(平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成20年～22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成22年～23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 学内会議 国際交流推進室会議（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 （公財）新潟県国際交流協会（平成27年～　）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 （公社）上越国際交流協会（令和元年～　）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
JCSOS地区セミナー（海外留学生安全対策協議会）（平成
24～26年度）

研究連携室国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 国際交流 国際交流 Ｊセンター（アメリカ）視察受入（平成23～24年度） 研究連携室国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 ホームページ更新（平成23～26年度） 研究連携室国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 ホームページ更新（平成27～29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 ホームページ更新（平成30年度～）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2018/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
海外との研究交流（日本学術振興会の各種事業）（平成21
年度）

研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
海外との研究交流（日本学術振興会の各種事業）（平成23
～27年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
海外との研究交流（留学生・国際交流経費等による派遣・
招へい）（平成19年度～22年度）

研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
海外との研究交流（留学生・国際交流経費等による派遣・
招へい）（平成23～27年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
海外との研究交流（留学生・国際交流経費等による派遣・
招へい）（平成28～30年度）

研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
海外との研究交流（留学生・国際交流経費等による派遣・
招へい）（令和元年～　年度）

研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 外国人研究者（平成17年度） 研究連携室国際交流係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 外国人研究者（平成18～22年度） 研究連携室国際交流係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 外国人研究者（平成23～26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 外国人研究者（平成27～28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 各種競争的資金（平成21年度） 研究連携室国際交流係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
学長のリーダシップの発揮を更に高めるための特別処置
枠にかかる計画書等（平成26～27年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 学長リーダシップ特別枠　派遣（調査）（平成26年度） 研究連携室国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 学長リーダシップ特別枠　派遣（調査）（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 韓国教員大学校　短期留学プログラム（受入）（2019年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（受入）（平成29年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（受入れ）（平成21年
度）

研究連携室国際交流係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（受入れ）（平成23年
度）

研究連携室国際交流係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（受入れ）（平成25年
度）

研究連携室国際交流係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（受入れ）（平成27年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（派遣）（平成22年
度）

研究連携室国際交流係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（派遣）（平成24年
度）

研究連携室国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
韓国教員大学校　短期留学プログラム（派遣）（平成26年
度）

研究連携室国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 購入依頼書（平成23～28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 購入依頼書（平成29～令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2017/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（その他）（平成22～23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（その他）（平成24～26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（他大学・機関・団体等）（平成21～23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（他大学・機関・団体等）（平成25年～26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（他大学・機関・団体等）（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（文部科学省関係）（平成19年～24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（文部科学省関係）（平成25年～28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流（文部科学省関係）（平成29年～  年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流インストラクター（平成24～25年度） 研究連携室国際交流係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流インストラクター養成事業（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流インストラクター養成事業（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流ファシリテーター養成事業（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流ファシリテーター養成事業（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流推進室　後援会（平成20～21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流推進室　後援会（平成22～23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流推進室　後援会（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流推進室　後援会（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 国際交流 国際交流 国際交流推進室　後援会（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流体制等ワーキング（平成25年度） 研究連携室国際交流係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国際交流体制等検討ＷＧ 研究連携室国際交流係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 国立大学協会（平成29年度～）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
国立大学法人上越教育大学と社団法人上越国際交流協
会との連携連絡会（平成24～27年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　（学内・学外）（平成24～26年度） 研究連携室国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　（学内・学外）（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　（学内・学外）（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　（学内・学外）（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　（学内・学外）（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　（学内・学外）（平成31年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 照会・回答　チーム内（平成24～26年度） 研究連携室国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 大学の国際化のためのネットワーク（平成23～24年度） 研究連携室国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
中期計画・年度計画　自己点検・評価　関係（平成26～27
年度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流
中期計画・年度計画　自己点検・評価　関係（平成29～30
年度）

研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 中期計画・年度計画　自己点検・評価　関係（平成31年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 東アジア教員養成国際シンポジウム(H24～30)
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 東アジア教員養成国際シンポジウム(H30)
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 国際交流 国際交流 哈爾浜師範大学研究生受入（平成14～25年度）
教務部教務課留学生・国
際交流係

2002年度 2003/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
「外国につながる子どもたち」への修学支援事業（平成27年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
「外国につながる子どもたち」への修学支援事業（平成28年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
「外国につながる子どもたち」への修学支援事業（平成29年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
「外国につながる子どもたち」への修学支援事業（平成30年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 留学生 留学生
「外国につながる子どもたち」への修学支援事業（令和元年
度）

研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 J・TEST実用日本語検定（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 J・TEST実用日本語検定（平成29年～３０年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 J・TEST実用日本語検定（令和元年度～）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 コーディネーター部会(平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 チューター関係（平成28年～29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 チューター関係（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 チューター関係（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 トビタテ！留学JAPAN（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 トビタテ！留学JAPAN（平成27年度・後期）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 トビタテ！留学JAPAN（平成27年度・前期）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 トビタテ！留学JAPAN（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 トビタテ！留学JAPAN（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 トビタテ！留学JAPAN（平成30年～令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 海外留学・研修届（平成22年度～30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 海外留学支援制度（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 海外留学支援制度（平成27年度）
研究連携室国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 海外留学支援制度（平成28年度）
研究連携室国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 海外留学支援制度（平成29年度）
研究連携室国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 海外留学支援制度（平成30年度～令和元年度）
研究連携室国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人児童・生徒への修学支援プロジェクト（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人児童・生徒への修学支援プロジェクト（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人児童・生徒への修学支援プロジェクト（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 留学生 留学生 外国人児童・生徒への修学支援プロジェクト（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成26年度）No.2
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生・行事（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成11年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成12年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成13年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成14年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成15年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成16年度） 研究連携室留学生係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成17年度） 研究連携室留学生係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成18年度）
研究連携室国際交流
チーム

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成19年度）
研究連携室国際交流
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成20年度）
研究連携室国際交流
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（平成6～10年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

～1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 外国人留学生台帳（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 協定校交流推進専門部会（平成22年～23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 協定校交流推進専門部会（平成24年度～25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 協定校交流推進専門部会（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 協定校交流推進専門部会（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 研修プログラム部会(平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国際化推進活動助成金（平成27年～28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
国際交流推進センター（留学生支援専門部会）
（平成28年度～30年度）

研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 国費外国人留学生（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 修学支援・国際理解教育ウェブサイト（平成25年～28年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 修学支援プロジェクト学外施設使用申請（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 修学支援プロジェクト支援事業報告書（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 新潟県国際理解教育推進協議会（平成22～25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
新潟地域留学生等交流推進会議
（平成20～30年度）

研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
新潟地域留学生等交流推進会議
（令和元年度～）

研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 短期留学推進制度（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 短期留学推進制度（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 短期留学推進制度（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 短期留学推進制度（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
日本語・日本文化研修留学生問題に関する検討会議（平
成30年度～令和元年度）

研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 日本語補講（平成20年～25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 日本語補講（平成26～２９年度）
研究連携室国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 日本語補講（平成30年～令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 入国管理局（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 留学生 留学生 入国管理局（平成22年～２６年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 入国管理局（平成27年～２９年度度）
研究連携室国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 入国管理局（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 入国管理局（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 預り金(平成21年度～26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 預り金(平成27年度～）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2016/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
留学生センター長留学生課長等合同会議（平成20年～29
年度）

研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生
留学生センター長留学生課長等合同会議（平成30年～令
和元年度）

研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生一時出国届（平成13年度～30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生一時出国届（令和元年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2009/4/1 10年 2020/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2010/4/1 10年 2021/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2011/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2012/4/1 10年 2023/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2013/4/1 10年 2024/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成26年度）
研究連携室国際交流
チーム

2014年度 2014/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成27年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成28年度）
研究連携課国際交流
チーム

2016年度 2016/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2017/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2018/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生各種奨学金（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生交流支援制度（平成22年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生交流支援制度（平成23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄
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国際交流 留学生 留学生 留学生交流支援制度（平成24年度）
研究連携室国際交流
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生交流支援制度（平成25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生交流支援制度ＳＶプログラム（平成23年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生行事（平成27年度）
研究連携室国際交流・地
域連携チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長 研究連携課国際交流チーム 廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生行事（平成29年度）
研究連携課国際交流
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生行事（平成30年度）
研究連携課国際交流
チーム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生行事（令和元年度）
研究連携課国際交流
チーム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生支援専門部会（平成24～26年度）
研究連携課国際交流
チーム

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 車庫2階書庫 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生支援部会(平成21年度）
研究連携室国際交流
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 留学生支援部会(平成22年～23年度）
研究連携室国際交流
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

国際交流 留学生 留学生 哈爾濱師範大学研究生受入れ(平成14年～25年度）
研究連携室国際交流
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究連携課 研究連携課長
研究連携課国際交流・地域連
携チーム

廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成26年度　院生協議会
学生支援課 課外活動担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成26年度　学生団体
学生支援課 課外活動担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成27年度　院生協議会
学生支援課 課外活動担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成27年度　学生団体
学生支援課 課外活動担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成28年度　院生協議会
学生支援課 課外活動担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成28年度　学生団体
学生支援課 課外活動担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成29年度　院生協議会
学生支援課 課外活動担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成29年度　学生団体
学生支援課 課外活動担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成30年度　院生協議会 学生支援課副課長 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成30年度　学生団体
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成30年度　合宿・対外試合・登山届
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成31年度　院生協議会 学生支援課副課長 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 課外活動 学生団体 平成31年度　学生団体
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 学生団体 平成31年度　合宿・対外試合・登山届
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業
平成26年度　課外活動団体・リーダーズ・トレーニン
グ研修

学生支援課 課外活動担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成26年度　教員養成課程学生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成26年度　新入生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業
平成27年度　課外活動団体・リーダーズ・トレーニン
グ研修

学生支援課 課外活動担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成27年度　教員養成課程学生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成27年度　新入生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業
平成28年度　課外活動団体・リーダーズ・トレーニン
グ研修

学生支援課 課外活動担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成28年度　教員養成課程学生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成28年度　新入生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業
平成29年度　課外活動団体・リーダーズ・トレーニン
グ研修

学生支援課 課外活動担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成29年度　学部３年次学生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成29年度　新入生合宿研修
学生支援課 課外活動担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業
平成30年度　課外活動団体・リーダーズ・トレーニン
グ研修

学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成30年度　学部３年次学生合宿研修
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成30年度　新入生合宿研修
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業
平成31年度　課外活動団体・リーダーズ・トレーニン
グ研修

学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 平成31年度　新入生合宿研修
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 課外活動 厚生補導事業 令和元年度　学部３年次学生研修
就職支援室就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 海外渡航届　28
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 3年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 海外渡航届　29
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 3年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 海外渡航届　30
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 3年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 学生生活 海外渡航届　31
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 3年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 学生の懲戒
学生支援課
学生企画担当

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 盗難・事故等　H12～H21 学生課学生企画係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成26年度　学生表彰
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成27年度　学生表彰
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成28年度　学生表彰
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成28年度学生の事件・事故 学生課学生企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成28年度学生の懲戒
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成29年度　学生表彰
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成29年度学生の事件・事故 学生課学生企画係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成29年度学生の懲戒
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成30年度　学生表彰
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成30年度学生の事件・事故
学生課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成30年度学生の懲戒 学生支援課副課長 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成31年度　学生表彰
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成31年度学生の事件・事故 学生支援課副課長 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学生生活 平成31年度学生の懲戒 学生支援課副課長 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成10年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成10年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成11年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成11年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成12年度学部学生記録票 学生課学生企画係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成12年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 学籍 平成13年度学部学生記録票 学生課学生企画係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成13年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成14年度学部学生記録票 学生課学生企画係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成14年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成15年度学部学生記録票 学生課学生企画係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成15年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成16年度学部学生記録票
学生課
学生企画担当

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成16年度大学院学生記録票
学生課
学生企画担当

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成17年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成17年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成18年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成18年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成19年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成19年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成20年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成20年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成21年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成21年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成22年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成22年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成23年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成23年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成24年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 学籍 平成24年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成25年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成25年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成26年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成26年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成27年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成27年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成28年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成28年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成29年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成29年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成2年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成2年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成30年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成30年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成31年度学部学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成31年度大学院学生記録票
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成3年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成3年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成4年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成4年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成5年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成5年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 学籍 平成6年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成6年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成7年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成7年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成8年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成8年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成9年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成9年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成元年度学部学生記録票 学生課学生企画係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学籍 平成元年度大学院学生記録票 学生課学生企画係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 学生委員会　21
学生支援課
学生企画担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 学生委員会　22
学生支援課
学生企画担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 学生委員会　23
学生支援課
学生企画担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 学生委員会　24
学生支援課
学生企画担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 学生生活実態調査ワーキンググループ 学生支援課副課長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 学内会議 学生生活実態調査ワーキンググループ 学生支援課副課長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成21年度総合学生支援室会議
学生支援課
学生企画担当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成22年度総合学生支援室会議
学生支援課
学生企画担当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成23年度総合学生支援室会議 学生支援課副課長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成24年度総合学生支援室会議 学生支援課副課長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成25年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成26年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成27年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 学内会議 平成28年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成29年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成30年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内会議 平成31年度学生委員会
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内通知 平成28年度　学生対応
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内通知 平成29年度　学生対応
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内通知 平成30年度　学生対応
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 学内通知 平成31年度　学生対応
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成26年　休暇簿
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成26年　出勤簿
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成26年　労働時間
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成27年　休暇簿
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成27年　出勤簿
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成27年　労働時間
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成28年　休暇簿
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成28年　出勤簿
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成28年　労働時間
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成29年　休暇簿
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成29年　出勤簿
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成29年　労働時間
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成30年　休暇簿
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成30年　出勤簿
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成30年　労働時間
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 勤務時間 平成31年　休暇簿
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成31年　出勤簿
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 勤務時間 平成31年　労働時間
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 大学祭　26
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 大学祭　27
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 大学祭　28
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 大学祭　29
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 大学祭　30
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 大学祭　31
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 平成26年度　修了・卒業祝賀会
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 行事 平成26年度　新入生オリエンテーション
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 平成27年度　修了・卒業祝賀会
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 行事 平成27年度　新入生オリエンテーション
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 平成28年度　修了・卒業祝賀会
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 行事 平成28年度　新入生オリエンテーション
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 平成29年度　修了・卒業祝賀会
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 行事 平成29年度　新入生オリエンテーション
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 平成30年度　新入生オリエンテーション
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 行事 平成31年度　新入生オリエンテーション
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 自己点検評価 年度計画　26
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 自己点検評価 年度計画　27
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課副課長 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成26年度学外通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成26年度学内通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画 調査・統計 平成27年度学外通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成27年度学内通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成28年度学外通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成28年度学内通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成29年度学外通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成29年度学内通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成30年度学外通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成30年度学内通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成31年度学外通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 調査・統計 平成31年度学内通知（照会等）
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 予算 平成27年度予算要求・施設等改善要求
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 予算 平成28年度予算要求・施設等改善要求
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 予算 平成29年度予算要求・施設等改善要求
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 予算 平成30年度予算要求・施設等改善要求
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 予算 平成31年度予算要求・施設等改善要求
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 予算 令和2年度予算要求・施設等改善要求
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 旅行命令等 出張　26
学生支援課
学生企画担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 旅行命令等 平成27年度出張関係
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 旅行命令等 平成28年度出張関係
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 旅行命令等 平成29年度出張関係
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 旅行命令等 平成30年度出張関係
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 旅行命令等 平成31年度出張関係
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

地震・台風・水害等安否確認／被害状況等報告
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生企画
その他学生企
画

平成27年度　草津セミナーハウス
学生支援課
学生企画担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

平成28年度　草津セミナーハウス
学生支援課
学生企画担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

平成29年度　草津セミナーハウス
学生支援課
学生企画担当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

平成30年度　国民年金事務
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

平成30年度　草津セミナーハウス
学生支援課
学生企画担当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

平成31年度　国民年金事務
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画
その他学生企
画

平成31年度　草津セミナーハウス
学生支援課
学生企画担当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生企画 その他文書 学生の死亡関係 学生課学生企画係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生
障害学生支援
室

修学支援 平成28年度障害学生支援室 学生支援課副課長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生
障害学生支援
室

修学支援 平成29年度障害学生支援室 学生支援課副課長 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生
障害学生支援
室

修学支援 平成30年度障害学生支援室 学生支援課副課長 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生
障害学生支援
室

修学支援 平成31年度障害学生支援室 学生支援課副課長 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成22年度
学生支援課学生宿舎担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成23年度
学生支援課学生宿舎担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成24年度
学生支援課学生宿舎担
当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成25年度
学生支援課学生宿舎担
当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成26年度
学生支援課学生宿舎担
当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成27年度
学生支援課学生宿舎担
当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成28年度
学生支援課学生宿舎担
当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成29年度
学生支援課学生宿舎担
当

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　平成30年度
学生支援課学生宿舎担
当

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 学内会議 学生委員会・学生宿舎専門部会　令和元年度
学生支援課学生宿舎担
当

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 諸経費 学生宿舎光熱水料　平成26年度
学生支援課学生宿舎担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生宿舎 諸経費 学生宿舎光熱水料　平成27年度
学生支援課学生宿舎担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 諸経費 学生宿舎光熱水料　平成28年度
学生支援課学生宿舎担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 諸経費 学生宿舎光熱水料　平成29年度
学生支援課学生宿舎担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 諸経費 学生宿舎光熱水料　平成30年度
学生支援課学生宿舎担
当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 債権発生 寄宿料債権発生等通知　平成26年度
学生支援課学生宿舎担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 債権発生 寄宿料債権発生等通知　平成27年度
学生支援課学生宿舎担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 債権発生 寄宿料債権発生等通知　平成28年度
学生支援課学生宿舎担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 債権発生 寄宿料債権発生等通知　平成29年度
学生支援課学生宿舎担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 債権発生 寄宿料債権発生等通知　平成30年度
学生支援課学生宿舎担
当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 債権発生 寄宿料債権発生等通知　令和元年度
学生支援課学生宿舎担
当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 傷害保険等 学研災・学研賠関係26
学生支援課学生宿舎担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 傷害保険等 学研災・学研賠関係27
学生支援課学生宿舎担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 傷害保険等 学研災・学研賠関係28
学生支援課学生宿舎担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 傷害保険等 学研災・学研賠関係29
学生支援課学生宿舎担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 傷害保険等 学研災・学研賠関係30
学生支援課学生宿舎担
当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 傷害保険等 学研災・学研賠関係31
学生支援課学生宿舎担
当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎
入居者募集・
選考

入居者募集・選考　平成26年度
学生支援課学生宿舎担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎
入居者募集・
選考

入居者募集・選考　平成27年度
学生支援課学生宿舎担
当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎
入居者募集・
選考

入居者募集・選考　平成28年度
学生支援課学生宿舎担
当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎
入居者募集・
選考

入居者募集・選考　平成29年度
学生支援課学生宿舎担
当

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎
入居者募集・
選考

入居者募集・選考　平成30年度
学生支援課学生宿舎担
当

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎
入居者募集・
選考

入居者募集・選考　令和元年度
学生支援課学生宿舎担
当

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 学生宿舎 証明書 入居証明書　平成30年度
学生支援課学生宿舎担
当

2018年度 2019/4/1 1年 2020/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 学生宿舎 証明書 入居証明書　令和元年度
学生支援課学生宿舎担
当

2019年度 2020/4/1 1年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 学生生活 アルバイト（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 学生生活 アルバイト（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 学生生活 アルバイト（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 学生生活 アルバイト（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 学生生活 アルバイト（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙
プレイスメントプラ
ザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 学生生活 アルバイト（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 その他の奨学金26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 その他の奨学金27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 その他奨学金28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 その他奨学金29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 その他奨学金30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 その他奨学金31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 修学支援新制度給付奨学金（在学予約）関係資料01
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 奨学金等専門部会（平成31年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構異動一覧表・貸与終了者名簿26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構異動一覧表・貸与終了者名簿27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構異動一覧表・貸与終了者名簿28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構異動一覧表・貸与終了者名簿29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構異動一覧表・貸与終了者名簿30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構異動一覧表・貸与終了者名簿31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（学部）関係資料26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（学部）関係資料27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（学部）関係資料28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（学部）関係資料29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（学部）関係資料30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（学部）関係資料31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（大学院）関係資料26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（大学院）関係資料27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（大学院）関係資料28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（大学院）関係資料29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（大学院）関係資料30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構在学採用分（大学院）関係資料31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金学資金返還免除26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金学資金返還免除27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金学資金返還免除28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金学資金返還免除29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金学資金返還免除30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金学資金返還免除31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

281 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金連合大学院26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金連合大学院27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金連合大学院28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金連合大学院29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金連合大学院30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金連合大学院31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学生データ26
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 共有サーバー 事務局サーバー 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学生データ27
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 共有サーバー 事務局サーバー 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学生データ28
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 共有サーバー 事務局サーバー 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学生データ29
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 共有サーバー 事務局サーバー 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学生データ30
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 共有サーバー 事務局サーバー 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構奨学生データ31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 共有サーバー 事務局サーバー 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 奨学金 博報教職育成奨学金31
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 食堂業務委託綴（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄
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学生 奨学支援 大学会館 大学会館（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館（平成31年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館専門部会（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館専門部会（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館専門部会（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館専門部会（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 大学会館専門部会（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 福利厚生施設改善連絡会（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 福利厚生施設改善連絡会（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 福利厚生施設改善連絡会（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 福利厚生施設改善連絡会（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 福利厚生施設改善連絡会（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 大学会館 福利厚生施設改善連絡会（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 学内ワークスタディ（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 学内ワークスタディ（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 学内ワークスタディ（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 学内ワークスタディ（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 学内ワークスタディ（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 学内ワークスタディ（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除学部（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除学部（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除学部（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除学部（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。
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学生 奨学支援 免除 後期授業料免除学部（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除学部（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除大学院（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除大学院（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除大学院（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除大学院（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除大学院（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 後期授業料免除大学院（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除・徴収猶予（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 授業料免除・徴収猶予（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 授業料免除・徴収猶予（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 授業料免除・徴収猶予（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 授業料免除・徴収猶予（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 授業料免除・徴収猶予（平成31年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除連合大学院（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除連合大学院（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除連合大学院（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除連合大学院（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除連合大学院（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 授業料免除連合大学院（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除学部（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除学部（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除学部（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。
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学生 奨学支援 免除 前期授業料免除学部（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除学部（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除学部（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除大学院（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除大学院（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除大学院（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除大学院（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除大学院（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 前期授業料免除大学院（令和元年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 免除 入学料免除・徴収猶予（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 入学料免除・徴収猶予（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 入学料免除・徴収猶予（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 入学料免除・徴収猶予（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 入学料免除・徴収猶予（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄 東日本大震災関連を含む。

学生 奨学支援 免除 入学料免除・徴収猶予（平成31年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 給付金 教育訓練給付制度（平成26年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 書庫 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 給付金 教育訓練給付制度（平成27年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 給付金 教育訓練給付制度（平成28年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 給付金 教育訓練給付制度（平成29年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 給付金 教育訓練給付制度（平成30年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

学生 奨学支援 給付金 教育訓練給付制度（平成31年度）
学生支援課学生支援Ｔ
（奨学支援担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学生支援課長 学生支援課学生支援チーム 廃棄

就職 就職支援
インターンシッ
プ

インターンシップ（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
インターンシッ
プ

インターンシップ（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

就職 就職支援
インターンシッ
プ

インターンシップ（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
インターンシッ
プ

インターンシップ（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
インターンシッ
プ

インターンシップ（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
インターンシッ
プ

インターンシップ（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ガイダンス（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ガイダンス（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ガイダンス（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ガイダンス（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ガイダンス（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ガイダンス（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

コンソーシアム市町村と県内大学との連携に係る意見交換
会（平成27年度）

学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

コンソーシアム市町村と県内大学との連携に係る意見交換
会（平成28年度）

学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ハローワーク上越就職相談（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ハローワーク上越就職相談（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ハローワーク上越就職相談（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ハローワーク上越就職相談（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 ハローワーク上越就職相談（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 過去５年間追跡調査名簿（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 過去５年間追跡調査名簿（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 過去５年間追跡調査名簿（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 過去５年間追跡調査名簿（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 過去５年間追跡調査名簿（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 過去５年間追跡調査名簿（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

就職 就職支援 調査・統計 学校基本調査（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 学校基本調査（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 学校基本調査（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 学校基本調査（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 学校基本調査（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 学校基本調査（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 学部３年生保護者あて依頼関係（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 学部３年生保護者あて依頼関係（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 学部３年生保護者あて依頼関係（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 学部３年生保護者あて依頼関係（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 学部３年生保護者あて依頼関係（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 学部３年生保護者あて依頼関係（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

休暇簿（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 教員採用 教員採用試験実施要項送付（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 教員採用 教員採用試験実施要項送付（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 教員採用 教員採用試験実施要項送付（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 教員採用 教員採用試験実施要項送付（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 教員採用 教員採用試験実施要項送付（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 教員採用 教員採用試験実施要項送付（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 教員養成学部調査（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 教員養成学部調査（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 教員養成学部調査（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 教員養成学部調査（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

就職 就職支援 調査・統計 教員養成学部調査（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 教員養成学部調査（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教採ジョブアドバイザー（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教採ジョブアドバイザー（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教採ジョブアドバイザー（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教採ジョブアドバイザー（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教採ジョブアドバイザー（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教採ジョブアドバイザー（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教職講座（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教職講座（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教職講座（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教職講座（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教職講座（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 教職講座（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 公立学校教員採用試験 大学推薦関係（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 公立学校教員採用試験 大学推薦関係（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 公立学校教員採用試験 大学推薦関係（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 公立学校教員採用試験 大学推薦関係（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 公立学校教員採用試験 大学推薦関係（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 公立学校教員採用試験 大学推薦関係（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 学内会議 就職委員会（平成２１年度）
就職支援室就職支援
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 学内会議 就職委員会（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 学内会議 就職委員会（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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就職 就職支援 学内会議 就職委員会（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 学内会議 就職委員会（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 学内会議 就職委員会（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 学内会議 就職委員会（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

出勤簿（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

出張命令・依頼簿（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

書籍注文（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

書籍注文（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

書籍注文（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

書籍注文（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

書籍注文（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

書籍注文（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学外）（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学外）（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学外）（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学内）（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学内）（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学内）（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学内）（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学内）（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 照会・調査（学内）（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 上越教育大学修了生名簿（データベース）
就職支援室就職支援
チーム

2005年度 2006/4/1 常用 共有サーバー
事務局サーバー
プレイスメントプラザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 上越教育大学卒業生名簿（データベース）
就職支援室就職支援
チーム

2005年度 2006/4/1 常用 共有サーバー
事務局サーバー
プレイスメントプラザ

学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

就職 就職支援
就職情報・職業
紹介

上越公共職業安定所報告（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
就職情報・職業
紹介

上越公共職業安定所報告（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
就職情報・職業
紹介

上越公共職業安定所報告（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
就職情報・職業
紹介

上越公共職業安定所報告（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
就職情報・職業
紹介

上越公共職業安定所報告（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
就職情報・職業
紹介

上越公共職業安定所報告（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 進路・就職届（平成２７年３月卒・修了）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 進路・就職届（平成２８年３月卒・修了）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 進路・就職届（平成29年３月卒・修了）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 進路・就職届（平成３０年３月卒・修了）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 進路・就職届（平成３１年３月卒・修了）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 卒業生・修了生 進路・就職届（令和２年３月卒・修了）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 進路希望調書（平成26年度卒業・修了者）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 進路希望調書（平成27年度卒業・修了者）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 進路希望調書（平成28年度卒業・修了者）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 進路希望調書（平成29年度卒業・修了者）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 進路希望調書（平成30年度卒業・修了者）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 進路希望調書（令和元年度卒業・修了者）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援
進路希望調書及び教員採用試験願書希望届（平成26年
度）

就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 人物に関する証明書（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 人物に関する証明書（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 人物に関する証明書（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 人物に関する証明書（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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就職 就職支援 就職指導・支援 人物に関する証明書（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 人物に関する証明書（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 調査・アンケート（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 調査・アンケート（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 調査・アンケート（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 調査・アンケート（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 調査・アンケート（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 調査・統計 調査・アンケート（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援
その他就職支
援

超過勤務等申告・命令簿（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成26年度年度計画
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援
平成27年度採用教員採用試験（幼稚園・保育士含む）受験
報告 １次・２次

就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成27年度採用教員採用試験受験状況・結果報告書
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成27年度年度計画
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援
平成28年度採用教員採用試験（幼稚園・保育士含む）受験
報告 １次・２次

学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成28年度採用教員採用試験受験状況・結果報告書
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成28年度年度計画
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援
平成29年度採用教員採用試験（幼稚園・保育士含む）受験
報告 １次・２次

学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成29年度採用教員採用試験受験状況・結果報告書
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成29年度年度計画
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援
平成３０年度採用教員採用試験（幼稚園・保育士含む）受
験報告 １次・２次

学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成３０年度採用教員採用試験受験状況・結果報告書
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成30年度年度計画
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 平成31（令和元）年度年度計画
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄
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就職 就職支援 就職指導・支援
平成３１年度採用教員採用試験（幼稚園・保育士含む）受
験報告 １次・２次

学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 臨採・常勤講師任用関係（平成26年度）
就職支援室就職支援
チーム

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 臨採・常勤講師任用関係（平成27年度）
学生支援課就職支援
チーム

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 臨採・常勤講師任用関係（平成28年度）
学生支援課就職支援
チーム

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 臨採・常勤講師任用関係（平成29年度）
学生支援課就職支援
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 臨採・常勤講師任用関係（平成30年度）
学生支援課就職支援
チーム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援 臨採・常勤講師任用関係（令和元年度）
学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

就職 就職支援 就職指導・支援
令和元年度採用教員採用試験（幼稚園・保育士含む）受験
報告 １次・２次

学生支援課就職支援
チーム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 プレイスメントプラザ 学生支援課長 学生支援課就職支援チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成21年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成22年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成23年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成24年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成25年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学外会議 学外会議（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他の委員会等（平成18年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他の委員会等（平成19年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他の委員会等（平成20年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成10年度） 入試課入試チーム 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成11年度） 入試課入試チーム 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成12年度） 入試課入試チーム 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成13年度） 入試課入試チーム 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成14年度） 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成15年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成2年度） 入試課入試チーム 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成3年度） 入試課入試チーム 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成4年度） 入試課入試チーム 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成5年度） 入試課入試チーム 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成6年度） 入試課入試チーム 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成7年度） 入試課入試チーム 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成8年度） 入試課入試チーム 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成9年度） 入試課入試チーム 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 その他委員会（部会・ＷＧ）（平成元年度） 入試課入試チーム 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学試験委員会・資料（平成13年度） 入試課入試チーム 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学試験委員会・資料（平成14年度） 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学試験委員会・資料（平成15年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成10年度） 入試課入試チーム 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成11年度） 入試課入試チーム 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成12年度） 入試課入試チーム 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成2年度） 入試課入試チーム 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成3年度） 入試課入試チーム 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成4年度） 入試課入試チーム 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成5年度） 入試課入試チーム 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成6年度） 入試課入試チーム 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成7年度） 入試課入試チーム 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成8年度） 入試課入試チーム 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成9年度） 入試課入試チーム 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 大学院入学者選抜委員会・資料（平成元年度） 入試課入試チーム 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成16年度） 入試課入試チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成17年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成18年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成19年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成20年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成21年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成22年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成23年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成24年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成25年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成10年度） 入試課入試チーム 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成11年度） 入試課入試チーム 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成12年度） 入試課入試チーム 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成13年度） 入試課入試チーム 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成14年度） 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成15年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成2年度） 入試課入試チーム 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成3年度） 入試課入試チーム 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成4年度） 入試課入試チーム 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成5年度） 入試課入試チーム 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成6年度） 入試課入試チーム 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成7年度） 入試課入試チーム 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成8年度） 入試課入試チーム 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成9年度） 入試課入試チーム 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会・資料（平成元年度） 入試課入試チーム 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成16年度） 入試課入試チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成17年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成18年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成19年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成20年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成21年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成22年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成23年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成24年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

295 / 329 ページ



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成25年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成10年度） 入試課入試チーム 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成11年度） 入試課入試チーム 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成12年度） 入試課入試チーム 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成2年度） 入試課入試チーム 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成3年度） 入試課入試チーム 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成4年度） 入試課入試チーム 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成5年度） 入試課入試チーム 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成6年度） 入試課入試チーム 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成7年度） 入試課入試チーム 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成8年度） 入試課入試チーム 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成9年度） 入試課入試チーム 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会実施部会・資料（平成元年度） 入試課入試チーム 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会専門部会・資料（平成13年度） 入試課入試チーム 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会専門部会・資料（平成14年度） 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 学内会議 入学試験委員会専門部会・資料（平成15年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 予算 予算（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 予算 予算（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 予算 予算（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 予算 予算（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 予算 予算（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 予算 予算（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 旅行命令等 旅行命令簿等（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 旅行命令等 旅行命令簿等（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 旅行命令等 旅行命令簿等（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 旅行命令等 旅行命令簿等（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 旅行命令等 旅行命令簿等（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 旅行命令等 旅行命令簿等（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 週休日の振替簿・代休指定簿（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 週休日の振替簿・代休指定簿（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 週休日の振替簿・代休指定簿（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 週休日の振替簿・代休指定簿（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 週休日の振替簿・代休指定簿（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 週休日の振替簿・代休指定簿（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 出勤簿（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 出勤簿（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 出勤簿（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 出勤簿（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 出勤簿（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 出勤簿（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 労働時間 超過勤務等報告書・命令簿（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 超過勤務等報告書・命令簿（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 超過勤務等報告書・命令簿（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 超過勤務等報告書・命令簿（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 超過勤務等報告書・命令簿（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 労働時間 超過勤務等報告書・命令簿（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 インターネット出願（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 インターネット出願（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 インターネット出願（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 インターネット出願（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成21年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成22年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成23年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成24年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成25年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 中期目標・中期計画・年度計画（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成21年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成22年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成23年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成24年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成25年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試課文書（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成21年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成22年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成23年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成24年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成25年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成26年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成27年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成28年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成29年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成30年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 その他入試 入試関係要項・申合せの制定（平成31年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 企画・調査 調査・統計 学部入学者選抜試験実施状況 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

30年経過後は、年度単位で廃棄す
る。

入試 企画・調査 調査・統計 大学院（修士課程）入学者選抜試験実施状況 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

30年経過後は、年度単位で廃棄す
る。

入試 企画・調査 物品管理 物品供用簿（甲） 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 企画・調査 物品管理 物品使用簿 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 大学入試センター試験（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 センター試験 平成30年11月試行調査（プレテスト） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部答案（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 学部入試 学部入試 学部答案（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成17年度） 入試課入試チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成18年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成19年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成20年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成21年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部統計資料（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学願書（出願書類等含む）（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入学資格の認定 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成17年度） 入試課入試チーム 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成18年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成19年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成20年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成21年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 学部入試問題（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 調査書（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成17年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成18年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成19年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成20年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成21年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 車庫上倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 学部入試 学部入試 本学募集要項等（令和２年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成10年度） 入試課入試チーム 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成11年度） 入試課入試チーム 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成12年度） 入試課入試チーム 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成13年度） 入試課入試チーム 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成14年度） 入試課入試チーム 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成15年度） 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成16年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成17年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成18年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成19年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成20年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成21年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成2年度） 入試課入試チーム 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成3年度） 入試課入試チーム 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成4年度） 入試課入試チーム 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成5年度） 入試課入試チーム 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成6年度） 入試課入試チーム 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成7年度） 入試課入試チーム 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成8年度） 入試課入試チーム 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（平成9年度） 入試課入試チーム 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院試験問題（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院答案（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成17年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成18年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成19年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成20年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成21年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院統計資料（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学願書(出願書類等含む)（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入学資格の認定 入試課入試チーム 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

30年経過後は、年度単位で廃棄す
る。

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 車庫上書庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 事務局１階倉庫 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 大学院入試（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成17年度） 入試課入試チーム 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成18年度） 入試課入試チーム 2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成19年度） 入試課入試チーム 2006年度 2007/4/1 30年 2037/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成20年度） 入試課入試チーム 2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成21年度） 入試課入試チーム 2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 大学院入試 本学募集要項等（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 30年 2050/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成22年度） 入試課入試チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成23年度） 入試課入試チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成24年度） 入試課入試チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成25年度） 入試課入試チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄
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入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成26年度） 入試課入試チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成27年度） 入試課入試チーム 2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成28年度） 入試課入試チーム 2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成29年度） 入試課入試チーム 2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成30年度） 入試課入試チーム 2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（平成31年度） 入試課入試チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

入試 大学院入試 連合大学院 連合大学院（令和2年度） 入試課入試チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 入試課長 入試課入試チーム 廃棄

学術情報 出版会 各刊行物
「21世紀を生き抜くための能力」の「思考力」が育つ教員養
成　冊子出版

学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 各刊行物
「21世紀を生き抜くための能力」の「思考力」の捉え方　冊
子出版

学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 各刊行物
「21世紀を生き抜くための能力」の「実践力」が育つ教員養
成　冊子出版

学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 各刊行物
「21世紀を生き抜くための能力」の「実践力」の捉え方　冊
子出版

学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 各刊行物
「21世紀を生き抜くための能力」の「人間力」を考える　冊子
出版

学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 各刊行物 出版会：起案、各原稿関係H26～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 学内会議 出版会各委員会H25～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 出版会 還付金 出版会債務計上票H27～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 関東甲信越地区図書館協会　事務部課長会議　H25～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立教育系大学図書館協議会　研究部会　H18～R1
学術情報課学術情報
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立教育系大学図書館協議会　総会　H21～H22
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立教育系大学図書館協議会　総会　H23～H24
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立大学図書館協会　H17～H21
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立大学図書館協会　H22～H23
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立大学図書館協会　H24～H25
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2013年度 2014/4/1 30年 2044/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 国立大学附属図書館事務部課長会議　S56～(H14) 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 学外会議 新潟県大学図書館協議会　H21～22
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 新潟県大学図書館協議会　H23～H25
学術情報課学術情報
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 新潟県大学図書館協議会　H24
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 新潟県大学図書館協議会　H26～R1
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2014年度 2015/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議
北信越地区・関東甲信越地区図書館協会　事務部課長会
議　H20～

学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学外会議 北信越地区・関東甲信越地区図書館協会　総会　H18～
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 将来計画検討部会　H10～ 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 創立20周年記念誌編集小委員会記念誌作成作業部会 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H10～11 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H12～H13 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H14～H15 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H16～24
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H2～4 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H24
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 30年 2043/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H25～H28
学術情報課学術情報
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H29～R1
学術情報課学術情報
チーム

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H5～6 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内会議 附属図書館運営委員会　H7～9 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 研修 関東甲信越地区図書館協会　総会　H25～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 研修 研修・講習　H.22～R1
学術情報課学術情報
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 研修 北信越地区・関東甲信越地区図書館協会　研修会　H18～
学術情報課学術情報
チーム

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 科学研究費（購入図書）　H17～H21
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 管理換物品引渡通知書（H3～H4） 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 施設・備品管理 寄附受入承認申請書　H元～H5 図書課管理係 1993年度 1994/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 月末残高報告書　平成19年1月～平成21年6月
学術情報課学術情報
チーム

2006年度 2007/4/1 20年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 月末残高報告書　平成21年7月～平成24年12月
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 20年 2033/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 月末残高報告書　平成25年1月～平成27年3月
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2015年度 2016/4/1 10年 2041/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 月末残高報告書　平成27年4月～R1
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 資産（図書）整理伺 H16～H24
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 資料番号変更通知 図書課管理係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 除籍リスト　2005～2011
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和53～54年度図書管理通知書（第一種図書） 図書課管理係 1978年度 1979/4/1 44年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2009/3/31
延長期間：14年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和55年度図書管理通知書（第一種図書） 図書課管理係 1980年度 1981/4/1 44年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2011/3/31
延長期間：14年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和56年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1981年度 1982/4/1 44年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2012/3/31
延長期間：14年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和56年度図書管理通知書（第一種図書） 図書課管理係 1981年度 1982/4/1 44年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2012/3/31
延長期間：14年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和56年度図書管理通知書（第二種図書） 図書課管理係 1981年度 1982/4/1 44年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2012/3/31
延長期間：14年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和57年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1982年度 1983/4/1 40年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2013/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和57年度図書管理通知書（第一，第二種図書） 図書課管理係 1982年度 1983/4/1 40年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2013/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和58年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1983年度 1984/4/1 40年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2014/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和58年度図書管理通知書（第一種図書）No.1 図書課管理係 1983年度 1984/4/1 40年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2014/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和58年度図書管理通知書（第一種図書）No.2 図書課管理係 1983年度 1984/4/1 40年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2014/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和58年度図書管理通知書（第二種図書） 図書課管理係 1983年度 1984/4/1 40年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2014/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和59年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1984年度 1985/4/1 40年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2015/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和59年度図書管理通知書（第一種図書）No.1 図書課管理係 1984年度 1985/4/1 40年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2015/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和59年度図書管理通知書（第一種図書）No.2 図書課管理係 1984年度 1985/4/1 40年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2015/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和59年度図書管理通知書（第二種図書） 図書課管理係 1984年度 1985/4/1 40年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2015/3/31
延長期間：10年
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学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和60年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1985年度 1986/4/1 40年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和60年度図書管理通知書（第一種図書）No.1 図書課管理係 1985年度 1986/4/1 40年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和60年度図書管理通知書（第一種図書）No.2 図書課管理係 1985年度 1986/4/1 40年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和60年度図書管理通知書（第二種図書） 図書課管理係 1985年度 1986/4/1 40年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2016/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和61年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1986年度 1987/4/1 40年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2017/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和61年度図書管理通知書（第一種図書）No.1 図書課管理係 1986年度 1987/4/1 40年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2017/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和61年度図書管理通知書（第一種図書）No.2 図書課管理係 1986年度 1987/4/1 40年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2017/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和61年度図書管理通知書（第一種図書）No.3 図書課管理係 1986年度 1987/4/1 40年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2017/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和61年度図書管理通知書（第二種図書） 図書課管理係 1986年度 1987/4/1 40年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2017/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和62年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1987年度 1988/4/1 40年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2018/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和62年度図書管理通知書（第一種図書）No.1 図書課管理係 1987年度 1988/4/1 40年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2018/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和62年度図書管理通知書（第一種図書）No.2 図書課管理係 1987年度 1988/4/1 40年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2018/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和62年度図書管理通知書（第二種図書） 図書課管理係 1987年度 1988/4/1 40年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2018/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和63年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2019/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和63年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2019/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和63年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2019/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 昭和63年度物品管理通知書（第2種） 図書課管理係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
当初の保存期間満了日：2019/3/31
延長期間：10年

学術情報 庶務 施設・備品管理 図書寄贈受入綴　H3 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 図書寄付受入伺　H20～H21
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 図書寄付受入伺　科研費購入図書　資産振替　H22～H25
学術情報課学術情報
チーム

2013年度 2014/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 図書寄付受入伺　科研費購入図書　資産振替　H26～H27
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 図書寄付受入伺　科研費購入図書　資産振替　H28～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 物品管理簿甲・物品供用簿甲（分任物品管理官・図書） 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 施設・備品管理 物品供用簿　甲 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 物品使用簿甲（分任物品管理官・図書） 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 物品出納簿甲（分任物品管理官・図書） 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 物品等管理役引継書　H22～
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理
物品不用決定通知及び引渡払出通知並びに処分通知（図
書）

図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成10年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成10年度物品管理通知書　No.1　資料区分1 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成10年度物品管理通知書　No.2　資料区分1 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成10年度物品管理通知書　No.3　資料区分1 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成10年度物品管理通知書　No.4　資料区分3～8 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成11年度物品管理通知書　No.1　資料区分1 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成11年度物品管理通知書　No.2　資料区分1 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成11年度物品管理通知書　No.3　資料区分3～8 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成11年度物品管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成12年度物品管理通知書　No.1　資料区分1 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成12年度物品管理通知書　No．2　資料区分1 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成12年度物品管理通知書　No．3　資料区分3～8 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成12年度物品管理通知書（雑誌） 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成13年度物品管理通知書　No．1　資料区分1 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成13年度物品管理通知書　No．2　資料区分1 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成13年度物品管理通知書　No．3　資料区分3～8 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成13年度物品管理通知書（雑誌） 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成14年度物品管理通知書　No.1　資料区分1 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 施設・備品管理 平成14年度物品管理通知書　No.2　資料区分1 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成14年度物品管理通知書　No.3　資料区分3～8 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成14年度物品管理通知書（雑誌） 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成15年度物品管理通知書　No．1　資料区分1 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成15年度物品管理通知書　No．2　資料区分1 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成15年度物品管理通知書　No．3　資料区分3～8 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成15年度物品管理通知書（雑誌） 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成2年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成2年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成2年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成2年度物品管理通知書（第2種） 図書課管理係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成3年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成3年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成3年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成3年度物品管理通知書（第2種）（製本雑誌） 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成4年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成4年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成4年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成4年度物品管理通知書（第2種）（製本雑誌） 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成5年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成5年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成5年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成5年度物品管理通知書（第2種）（製本雑誌） 図書課管理係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 施設・備品管理 平成6年度図書管理通知書（雑誌）　No.1 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成6年度図書管理通知書（雑誌）　No.2 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成6年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成6年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成6年度物品管理通知書（第2種）（製本雑誌） 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成7年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成7年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成7年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成7年度物品管理通知書（第2種）（製本雑誌） 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成8年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成8年度物品管理通知書　No.1　資料区分1 図書課管理係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成8年度物品管理通知書　No.2　資料区分1 図書課管理係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成8年度物品管理通知書　No.3　資料区分3～8 図書課管理係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成9年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成9年度物品管理通知書　No.1　資料区分1 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成9年度物品管理通知書　No.2　資料区分1 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成9年度物品管理通知書　No.3　資料区分3～7 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成元年度図書管理通知書（雑誌） 図書課管理係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成元年度物品管理通知書（第1種）No.1 図書課管理係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成元年度物品管理通知書（第1種）No.2 図書課管理係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 施設・備品管理 平成元年度物品管理通知書（第2種） 図書課管理係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 諸団体 協会会費等
学術情報課学術情報
チーム

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 JANUL→JUSTICE電子ジャーナル契約状況調査H21～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 調査・統計 学術情報基盤実態調査　H17～H19
学術情報課学術情報
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 学術情報基盤実態調査　H20（平成19年度実態)～22年度
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 30年 2041/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計
学術情報基盤実態調査　平成23年度(平成22年度実態）～
27年度

学術情報課学術情報
チーム

2015年度 2016/4/1 30年 2045/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 学術情報基盤実態調査　平成28年度（平成27年度実態)～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 新潟県の図書館
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 図書館調査　S55～H6 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 図書館調査（含日本図書館協会関係書類）　H7～H12 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 図書館調査（含日本図書館協会関係書類）H13～ 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 組織機構等調査　H11～H15 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 組織機構等調査　H4 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 組織機構等調査　H5～7 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 組織機構等調査　H元～3 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 大学図書館実態調査　H11～ 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 大学図書館実態調査　H5～H7 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 大学図書館実態調査　H8～H10 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 大学図書館実態調査H14～16 図書課管理係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 調査・統計　H17～
学術情報課学術情報
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 調査・統計　平成21年度～
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 30年 2040/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 日本図書館協会統計調査　H20～H28
学術情報課学術情報
チーム

2016年度 2017/4/1 30年 2047/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 日本図書館協会統計調査　H29～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 調査・統計 利用統計
学術情報課学術情報
チーム

2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H21
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H22
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H23
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H24
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H24
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H26
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2014年度 2015/4/1 10年 2041/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H27
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H28
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H29
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　H30
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 学内通知 回答文書　R1
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　H25～H27
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 旅行命令等 旅行命令簿・出張報告書　H28～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 選書 図書購入依頼書'15.1～('17.3)
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 選書 図書購入依頼書'17.4～
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 行事 40周年記念誌
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 行事 創立20周年記念誌　1/3 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 行事 創立20周年記念誌　2/3 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 行事 創立20周年記念誌　3/3 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 行事 創立30周年記念誌WG　2007～2008
学術情報課学術情報
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 勤務時間
学術情報課学術情報
チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　H26
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　H27
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　H28
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　H29
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　H30
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 超過勤務等申告・命令簿　R1
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成26年　休暇簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成26年　出勤簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成27年　休暇簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成27年　出勤簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成28年　休暇簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成28年　出勤簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成29年　休暇簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成29年　出勤簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成30年　休暇簿
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 平成30年　出勤簿
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 令和元年　休暇簿
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 労働時間 令和元年　出勤簿
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 概算要求 歳出概算要求書　4～6 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 概算要求 歳出概算要求書　64～3 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 概算要求 歳出概算要求書　H11～H14 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 概算要求 歳出概算要求書　H15～ 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 概算要求 歳出概算要求書　H7～10 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 概算要求 予算　文部省（学内）通知　H5～H15 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 外国雑誌契約伺 ’01 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 外国雑誌契約伺 ’02 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 外国雑誌契約伺 ’03 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 庶務 契約 外国雑誌契約伺 ’04 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 外国雑誌契約伺　2005
学術情報課学術情報
チーム

2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 外国雑誌契約伺　2006年
学術情報課学術情報
チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約
契約伺　（大型コレクション）　平成6年度　赤外ラマン分光
分析データ集

図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約
契約伺綴　（大型コレクション）　平成10年度　ペスタロッチ
コレクション

図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約
契約伺綴　（大型コレクション）　平成4年度　障害児教育米
国学位論文集

図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 国内雑誌契約伺　H17
学術情報課学術情報
チーム

2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 国内雑誌契約伺　H18
学術情報課学術情報
チーム

2005年度 2006/4/1 30年 2036/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 国内雑誌契約伺　平成12年～15 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 国内雑誌契約伺　平成16年度 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 製本雑誌契約　H16
学術情報課学術情報
チーム

2004年度 2005/4/1 30年 2035/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 製本伺（単価契約）平成4～11 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 契約 製本伺（単価契約）平成元～3年 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 自己点検評価 自己点検・評価（Ｈ21-)
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 共有サーバー
情報メディア教育支援
センター

学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 自己点検評価 中期計画・年度計画・自己点検評価　H20-
学術情報課学術情報
チーム

2008年度 2009/4/1 30年 2039/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 庶務 予算 学内予算要求関係H14～ 図書課管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報管理 選書 学生リクエスト’14
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報管理 選書 学生リクエスト’15
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報管理 選書 学生リクエスト’16
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報管理 選書 学生リクエスト’17
学術情報課学術情報
チーム（情報管理）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報管理 選書 学生リクエスト’18
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報管理 選書 学生リクエスト’19
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　29巻
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　30巻
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　31巻
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　32巻
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　33巻
教職大学院研究紀要　1巻

学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　34巻
教職大学院研究紀要　2巻

学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　35巻
教職大学院研究紀要　3巻

学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　36巻1号
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　36巻2号
教職大学院研究紀要　4巻

学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　37巻1号
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　37巻2号
教職大学院研究紀要　5巻

学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　38巻1号
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　38巻2号
教職大学院研究紀要　6巻

学術情報課図書館チー
ム

2017年度 2018/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　39巻1号
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要
研究紀要　39巻2号
教職大学院研究紀要　7巻

学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 研究紀要 研究紀要　40巻1号
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 機関リポジトリ
CSI委託事業申請（平成22年度～平成24年度）平成22年度
実施

学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 機関リポジトリ
CSI委託事業申請（平成22年度～平成24年度）平成23年度
実施

学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 機関リポジトリ
CSI委託事業申請（平成22年度～平成24年度）平成24年度
実施

学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 学術研究 機関リポジトリ 上越教育大学リポジトリ運用方針
学術情報課学術情報
チーム

2007年度 2008/4/1 30年 2038/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成10年度現金出納簿 図書課管理係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成11年度現金出納簿 図書課管理係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成12年度現金出納簿 図書課管理係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成13年度現金出納簿 図書課管理係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 情報サービス 収入 平成14年度現金出納簿 図書課管理係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成15年度現金出納簿 図書課管理係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成１６年度～　現金出納簿
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 30年 2042/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成21年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成21年度受領書受払簿
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成21年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム

2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成22年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成22年度受領書受払簿
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成22年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム

2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成23年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成23年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成23年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム

2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成24年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成24年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成24年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム

2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成25年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成25年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成25年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成26年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成26年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成26年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成27年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成27年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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学術情報 情報サービス 収入 平成27年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成28年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成28年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成28年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成29年度現金払込書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成29年度領収証書綴
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成29年度領収証書用紙受払簿
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成2年度現金出納簿 図書課管理係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成30年度現金払込書綴
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成30年度領収証書綴
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成30年度領収証書用紙受払簿
学術情報課図書館チー
ム

2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成3年度現金出納簿 図書課管理係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成4年度現金出納簿 図書課管理係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成5年度現金出納簿 図書課管理係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成6年度現金出納簿 図書課管理係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成7年度現金出納簿 図書課管理係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成8年度現金出納簿 図書課管理係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成9年度現金出納簿 図書課管理係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 平成元年度現金出納簿 図書課管理係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/03/31 紙 車庫2階書庫 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 預かり図書送料（2016.9～）
学術情報課学術情報
チーム（情報サービス）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 令和元年度現金払込書綴
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 令和元年度領収証書用紙受払簿
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄

学術情報 情報サービス 収入 令和元年領収証書綴
学術情報課図書館チー
ム

2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 課事務室 学術情報課長 学術情報課図書館チーム 廃棄
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情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム等利用申請書平成8年度 申請者 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請
センターシステム利用申請書・端末機器等接続申請書平
成9年度

申請者 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム利用申請書平成10年度 申請者 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム利用申請書平成11年度 申請者 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム利用申請書平成12年度 申請者 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム利用申請書平成13年度 申請者 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム利用申請書平成14年度 申請者 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 センターシステム利用申請書平成5年度 申請者 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続申請書・承認書 申請者 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続申請書・承認書 申請者 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続申請書・承認書 申請者 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続申請書・承認書 申請者 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続申請書平成13年度 申請者 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続申請書平成14年度 申請者 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続等申請書平成10年度 申請者 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続等申請書平成11年度 申請者 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

利用申請 端末機器等接続等申請書平成12年度 申請者 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄
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情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 供用換 情報処理センター 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品供用簿（甲） 情報処理センター 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1992年度 1993/4/1 30年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1993年度 1994/4/1 30年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1994年度 1995/4/1 30年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1995年度 1996/4/1 30年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1996年度 1997/4/1 30年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1997年度 1998/4/1 30年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1998年度 1999/4/1 30年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄
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情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 1999年度 2000/4/1 30年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 2000年度 2001/4/1 30年 2031/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 2001年度 2002/4/1 30年 2032/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報処理セン
ター

情報処理セン
ター

物品管理 物品使用簿 情報処理センター 2002年度 2003/4/1 30年 2033/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成23年
度）

企画室企画・評価チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成24年
度）

企画室企画・評価チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成25年
度）

企画室企画・評価チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成26年
度）

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成27年
度）

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成28年
度）

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成29年
度）

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（平成30年
度）

学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
情報システム企画運用委員会関係原議書綴（令和元年
度）

学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成21年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

企画室企画・評価チーム 2009年度 2010/4/1 10年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成22年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

企画室企画・評価チーム 2010年度 2011/4/1 10年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成23年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

企画室企画・評価チーム 2011年度 2012/4/1 10年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成24年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

企画室企画・評価チーム 2012年度 2013/4/1 10年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成25年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

企画室企画・評価チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成26年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成27年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成28年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成29年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
平成30年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄
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情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

学内会議
令和元年度　情報メディア教育支援センター運営委員会関
係原議書綴

学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　平成25年度 企画室企画・評価チーム 2013年度 2014/4/1 10年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　平成26年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　平成27年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　平成28年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　平成29年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　平成30年度 学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

予算要求 予算要求関係綴　令和元年度 学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

関東・甲信越地区国立大学法人等情報化連絡協議会等文
書　平成26年度

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

関東・甲信越地区国立大学法人等情報化連絡協議会等文
書　平成27年度

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

関東・甲信越地区国立大学法人等情報化連絡協議会等文
書　平成28年度

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

関東・甲信越地区国立大学法人等情報化連絡協議会等文
書　平成29年度

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

関東・甲信越地区国立大学法人等情報化連絡協議会等文
書　平成30年度

学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

関東・甲信越地区国立大学法人等情報化連絡協議会等文
書　令和元年度

学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

情報メディア教育支援センター関係原議書綴　平成26年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

情報メディア教育支援センター関係原議書綴　平成27年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

情報メディア教育支援センター関係原議書綴　平成28年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

情報メディア教育支援センター関係原議書綴　平成29年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

情報メディア教育支援センター関係原議書綴　平成30年度 学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

情報メディア教育支援センター関係原議書綴　令和元年度 学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会関係原議書綴　平成26年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会関係原議書綴　平成27年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会関係原議書綴　平成28年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄
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情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会関係原議書綴　平成29年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会関係原議書綴　平成30年度 学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会関係原議書綴　令和元年度 学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

文部科学省関係文書　平成26年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

文部科学省関係文書　平成27年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

文部科学省関係文書　平成28年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

文部科学省関係文書　平成29年度
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

文部科学省関係文書　平成30年度 学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

文部科学省関係文書　令和元年度 学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成26年度　サイバー空間の脅威に対する新潟県産学官
民合同対策プロジェクト推進協議会

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成26年度　入学生向けパソコン提供等案内業者選定
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成27年度　サイバー空間の脅威に対する新潟県産学官
民合同対策プロジェクト推進協議会

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成27年度　入学生向けパソコン提供等案内業者選定
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成28年度　サイバー空間の脅威に対する新潟県産学官
民合同対策プロジェクト推進協議会

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成28年度　入学生向けパソコン提供等案内業者選定
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成29年度　サイバー空間の脅威に対する新潟県産学官
民合同対策プロジェクト推進協議会

学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成29年度　入学生向けパソコン提供等案内業者選定
学術情報課学術情報
チーム（情報企画）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成30年度　サイバー空間の脅威に対する新潟県産学官
民合同対策プロジェクト推進協議会

学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

平成30年度　入学生向けパソコン提供等案内業者選定 学術情報課情報チーム 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

令和元年度　サイバー空間の脅威に対する新潟県産学官
民合同対策プロジェクト推進協議会

学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

情報メディア教育
支援センター

情報メディア教
育支援センター

その他情報メ
ディア教育支援
センター

令和元年度　入学生向けパソコン提供等案内業者選定 学術情報課情報チーム 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 センター事務室 学術情報課長 学術情報課情報チーム 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

証明書 健康診断証明書 1 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

証明書 健康診断証明書 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
保存
期間

保存期間の
満了時期 媒体の種別 保存場所

現状の
文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

証明書 健康診断証明書 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

証明書 健康診断証明書 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

証明書 健康診断証明書 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

証明書 健康診断証明書 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 学生健康診断票（学部・大学院） 1 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 学生健康診断票（学部・大学院） 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 学生健康診断票（学部・大学院） 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 学生健康診断票（学部・大学院） 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 学生健康診断票（学部・大学院） 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 学生健康診断票（学部・大学院） 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 眼科・耳鼻咽喉科検診問診票（学部・大学院） 1 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 眼科検診個人票（学部・大学院） 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 眼科検診個人票（学部・大学院） 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 眼科検診個人票（学部・大学院） 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 眼科検診個人票（学部・大学院） 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 眼科検診個人票（学部・大学院） 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 健康調査票（学部・大学院） １ 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 健康調査票（学部・大学院） 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 健康調査表（学部・大学院） 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 健康調査表（学部・大学院） 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 健康調査表（学部・大学院） 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 健康調査表（学部・大学院） 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 耳鼻咽喉科検診個人票（学部・大学院） 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄
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大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名
作成者

(文書管理者）
作成（取得）

時期 保存期間の起算日
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満了時期 媒体の種別 保存場所
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文書管理者

現状管理している担当課・
係

保存期間満了
時の措置（予

定） 備考

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 耳鼻咽喉科検診個人票（学部・大学院） 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 耳鼻咽喉科検診個人票（学部・大学院） 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 耳鼻咽喉科検診個人票（学部・大学院） 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 耳鼻咽喉科検診個人票（学部・大学院） 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 心電図記録票（学部1年・4年） １ 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 心電図記録票（学部1年・4年） 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 心電図記録表（学部1年・4年） 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 心電図記録表（学部1年・4年） 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 心電図記録表（学部1年・4年） 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 心電図記録表（学部1年・4年） 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 秘・学生相談カード １ 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 秘・学生相談カード 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 秘・学生相談カード 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 秘・学生相談カード 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 秘・学生相談カード 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 秘・学生相談カード 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 保健管理カード（学部・大学院） １ 保健管理センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 保健管理カード（学部・大学院） 26 保健管理センター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 保健管理カード（学部・大学院） 27 保健管理センター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 保健管理カード（学部・大学院） 28 保健管理センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 保健管理カード（学部・大学院） 29 保健管理センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄

保健管理セン
ター

保健管理セン
ター

保健管理 保健管理カード（学部・大学院） 30 保健管理センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 保健管理センター
保健管理セン
ター所長

保健管理センター 廃棄
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